


2017年 教育映像祭 受賞作品

2018年発売予定！　新作 LINE-UP

最優秀作品賞【文部科学大臣賞】

優秀作品賞

小学校（幼稚園含）部門

こころを育てる映像教材集 第３巻
義足がくれたもの

足を失ったことで、一度は
生きる自信を失った方々
が、義肢装具士・臼井さ
んの作った義足によって
「生きる喜び」を取り戻し
ていった姿を通して、人間
の強さや気高さを伝えるド
キュメンタリー教材です。

社会教育部門【家庭生活向】

認知症と向き合う
認知症の人もその周囲の
人も、よりよく生きていけ
るように。認知症につい
て正しい知識を持ち、認
知症の人の視点に立って
認知症への理解を深める
ことを目的として制作した
ドラマ教材です。

社会教育部門【市民生活向】

いのちに寄り添う
〜ターミナルケアと人権〜

社会教育部門【家庭生活向】
親や先生が知らない！

子供防犯スクール
ネット・ＳＮＳトラブル編

小学校（幼稚園含）部門

社会教育部門【市民生活向】

風 の 匂 い

小学校（幼稚園含）部門
こころを育てる映像教材集 第１巻

おはよう！ ゴミありませんか？

気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ⑤ ー障害者ー 

いじめをしない、させない、許さない　小学校編
気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ⑥ ーコミュニケーションー 

いじめをしない、させない、許さない　中学校編
見直そう！ 運転のキホン ※タイトルはいずれも仮題です

人権啓発

学校教材

交通安全

人権啓発・福祉・介護・高齢者

生徒指導・特別活動・道徳

道徳・特別活動

道徳・特別活動 道徳・特別活動

人権啓発 人権啓発

中学校部門

自立した消費者になろう！
「契約」を学び「権利」と「責任」を自覚する

こころを育てる映像教材集 第２巻

同級生は外国人

中学校 技術・家庭科

（15分）

（35分）

（19分） （14分） （12分）

（25分）（34分）

（30分）

　※ 本カタログの掲載情報は諸事情により変更になる場合が
　　ございますので、ご了承ください。

■本カタログ掲載の価格について
●�本カタログに掲載されている価格は、全て消費税抜き
の価格です。

●�カタログ中、㊫で表示された金額は、学校でご購入い
ただく場合に適用される「学校特別価格」です。学校
特別価格でご購入された場合、商品のご使用はご購入
いただいた学校内に限定されます。複数の学校でご使
用される場合は、学校特別価格は適用されません。
※�この場合の学校とは、学校教育法第１条に示され
た学校の範囲【幼稚園・小学校・中学校・高等学
校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専
門学校】のほか、保育園・専修学校を含みます。

■本カタログ掲載商品の使用範囲について
●�本カタログに掲載されたＤＶＤソフトは、ご購入いただ
いた団体（視聴覚ライブラリー・教育委員会・都道府県
市区町村・事業所等）内での貸出し、非営利上映を行
うことを前提とした商品です。著作権補償金を含んだ価
格設定となっていますので、著作権処理を行うことなく、
上映会や研修会等でご使用になれます。
※有料での上映・貸出しは認められません。
※�学校特別価格でご購入いただいた場合には、団体
貸出しは認められません（次項の「学校特別価格」
についての説明をご参照下さい）。

●�本カタログの掲載商品について、以下の事項に該当する
場合は、必ず当社までご相談ください。
⃝テレビでの放映
⃝インターネット等ネットワーク上での配信
⃝ビデオ・オン・デマンド等による配信

●�本カタログの掲載商品について、当社に無断で下記の
行為を行った場合は、著作権法違反となり処罰の対象
になる場合があります。
⃝ＤＶＤ・ビデオテープ等への複製（リッピングに
　あたる行為も含む）
⃝興行及び営利を目的とした行為

教育映像カタログ
2018　2019

人権啓発‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
交通安全‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
防災・消防・救急‥‥‥‥ 29
防犯・薬物‥‥‥‥‥‥‥ 35
消費者教育‥‥‥‥‥‥‥ 40
家庭と地域・虐待防止‥‥ 41
福祉・介護・高齢者‥‥‥ 44
健康管理‥‥‥‥‥‥‥‥ 48
平和教育‥‥‥‥‥‥‥‥ 50
環境教育‥‥‥‥‥‥‥‥ 51
企業内研修‥‥‥‥‥‥‥ 53
アニメーション‥‥‥‥‥ 60
一般教養‥‥‥‥‥‥‥‥ 70
人権啓発作品目録‥‥‥‥ 72

社会教育

社会‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74
理科‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 81
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小学校教材
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理科‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 111
道徳‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 113
保健体育‥‥‥‥‥‥‥‥ 115
技術・家庭‥‥‥‥‥‥‥ 118
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中学・高校教材
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3204〕
■ 字幕・副音声版付き／解説書・チェックシート付き
■ 17 分　■ 2016 年

職場の人権

気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ①
そんなの気にしない ̶ 同和問題 ̶

自分が同和地区出身であることを親友に明かしたときに
返ってきた、「そんなの気にしない」という言葉。「気にし
ない」という言葉の底には、そのことをマイナスに見る意
識がないでしょうか。私たちが普段なにげなく使う言葉や
態度の中には、相手を傷つけるものがあるかもしれません。
そして、壁を乗り越えるのは、相手を信じる力だというこ
とを伝えます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2616〕
■ 字幕・副音声版付き／解説書・チェックシート付き
■ 16 分　■ 2016 年

職場の人権

気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ②
ウエルカム！ ̶ 外国人の人権 ̶

日本で暮らし働く外国人が増えています。外国人と働く
には、多様性を尊重し、その文化を受け入れると同時に、
私たち日本の文化や習慣も尊重してもらうことが必要です。
この作品は、企業の広報担当者を主人公に、異文化の壁
をむしろ扉としてとらえ、開いていくことを描いた教材です。

ハラスメントを防ぐことは人権尊重のうえで重要な課題で
す。しかし相手の心を知ることはできません。ハラスメン
トを防ぐためには、十分なコミュニケーションをとると同
時に、相手が言いにくい立場にいる場合は、相手の心を
推し量り、思いを聞いてみることが大切です。この作品で
は、職場におけるコミュニケーションの重要性を「コール
＆レスポンス」というキーワードに仮託して考えていきます。
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2970〕
■ 字幕・副音声版付き／解説書・チェックシート付き
■ 24 分　■ 2017 年

職場の人権

気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ③
コール＆レスポンス ̶ ハラスメント ̶

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3256〕
■ 字幕・副音声版付き／解説書・チェックシート付き
■ 20 分　■ 2017 年

職場の人権

気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ④
誰もがその人らしく ̶ LGBT̶

ＬＧＢＴの問題は他人事ではなく、誰もが自分らしく生き
ることを考えていくうえで全ての人々に関わりがあります。
ＬＧＢＴの人を別のカテゴリーの人と見ずに、自分にも続く
性のグラデーションの中で、たまたまその位置にいる人々
というふうに客観視できれば、ＬＧＢＴの人たちへの見方
もひろがり、誰もが生きやすい社会をつくる一歩になるの
ではないでしょうか。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3139〕
■ 字幕・副音声版付き／解説書・チェックシート付き
■ 25 分　■ 2017 年

職場の人権

人権啓発は企業にどんな力をもたらすのか

いま、企業は利潤追求という価値観だけではなく、社会
にとって責任ある存在であるという立場が求められていま
す。そのために、企業内で人権啓発の必要性が高まって
います。この作品では、企業に働く人が人権の視点を取り
入れて仕事に関わっていくことが企業にどんな力をもたら
すかということを、ドラマ形式で事例をとりあげながら考
えていきます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3205〕
■ 字幕・副音声版付き／解説書・チェックシート付き
■ 29 分　■ 2017 年　

いま、企業は利潤追求だけでなく、社会にとって責任ある
存在であることが求められています。そのものさしとなる
のが企業の採用選考活動です。採用選考は短い期間です
が、その一瞬の間に会社と応募者双方の将来がかかって
います。この作品では、採用選考に関わる事例を短く取り
上げ、公正な採用選考の基本的な考え方と、その原点で
ある同和問題と人権尊重のこころを学びます。

職場の人権

“ 尊重する” から始めよう
〜公正採用選考の基本を学ぶ〜

人
権
啓
発

社会教育　人権啓発
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3539〕
■ 字幕副音声版付き／解説書・ワークシート付き
■ 25 分　■ 2015 年

職場の人権

フェアな会社で働きたい

企業が様々なステークホルダーの人権を尊重することは、
現代の企業にとって必須のことであり、またそのための社
員教育も重要になっています。しかし、社員が人権啓発に
ついて具体的に自分のこととしてとらえるのは、難しいこと
でもあります。このＤＶＤでは、人事部の新入社員の体験
をドラマにして、公正な採用選考をはじめとする企業にお
ける人権のあり方について学ぶ教材として制作しました。

※ 制作中につき、内容等が変更となる場合があります

職場の人権

ハラスメントは突然に （仮題）

一見、良好に見える職場にも、ハラスメントの落とし穴は
ひそんでいます。自分の中のハラスメントの芽に気付くた
めには、どのようなことを意識すれば良いのでしょうか。
その鍵は普段のコミュニケーションの中にあります。様々
な事例をもとに、それぞれの立場の考え方や、気付きのポ
イントを示しながら、ハラスメントを防ぎ、より良い人間
関係を築いていくためのヒントを描きます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3254〕
■ 字幕版付き／解説書・ワークシート・ドラマシナリオ付き　
■ 25 分　■ 2015 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

現代企業において、周囲が気づきやすい「パワハラ」や「セ
クハラ」は減ってきているかもしれません。しかし多様化
する職場や人間関係の中で、ちょっとしたコミュニケーショ
ンの不和によって様々なハラスメントの芽は発生している
のです。どこの企業でもあり得そうなショートドラマとそ
の振り返りを通じて、多様性を尊重したコミュニケーショ
ンとは何かを視聴者に考えさせるドラマ教材です。

職場の人権

多様性を尊重した職場のコミュニケーションと人権Ⅰ
ハラスメントを生まないために

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3255〕
■ 字幕版付き／解説書・ワークシート・ドラマシナリオ付き　
■ 25 分　■ 2015 年

外国人社員や障がいのある社員の増加等、職場の多様化
が進む現代社会。企業で働くメンバーが相手の “ 多様性 ”

（個）に目を向け、それを尊重するコミュニケーションをと
ることが必要となってきています。相手の価値観や想いに
目を向け、それを意識することで円滑で働きがいのある職
場になるのです。企業の多様化が原因で発生する人権課
題とその解決のヒントを分かりやすく描くドラマ教材です。

職場の人権

多様性を尊重した職場のコミュニケーションと人権Ⅱ
個に向き合い、伝え合う

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3410〕
■ 字幕版付き／解説書・ワークシート付き
■ 22 分　■ 2014 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

職場の人権

なぜ企業に人権啓発が必要なのか

企業にとっての人権啓発とは何なのでしょうか？ 人権啓発
を考えるためのヒントを、企業を舞台に日常の会社生活の
一コマを切り取ったドラマとして構成しました。
・話せる関係  ・イヤなことはそれぞれ違う
・障害者と自然に  ・外国人に学ぶ
・性の垣根を越えて
・適性と能力のみで採用されたい

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3137〕
■字幕版付き／解説書・ワークシート・ドラマシナリオをデータ収録
■ 25 分　■ 2014 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

職場の人権

新・人権入門

職場でありがちな人権的なトラブルシーンを１６話のショー
トドラマとして再現。視聴者とドラマの出演者が共に学び、
悩み、考えることのできる教材です。
・パワハラ　・セクハラ　・女性活躍推進
・障害者への配慮　・外国人との共生　・表現と人権
・自他尊重コミュニケーション　・ＬＧＢＴ
・多様性尊重トレーニング　・同和問題　など

人
権
啓
発

人権啓発社会教育
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本作品は、職場でありがちな採用選考に
関わる事例を短くとりあげ、その事例か
ら考えるべき公正採用選考の基本的な考
え方を学ぶものです。悩める３人の採用
担当者が、講師のレクチャーを受けなが
ら考え、学び、語り合うスタイルで、公
正な採用選考を読み解いていきます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3711〕
■ 字幕版付き
■ 26 分　■ 2013 年

職場の人権

みんなで語ろう！ 公正な採用選考

職場の身近なコミュニケーション不全が
ハラスメントの問題を引き起こすことをド
ラマ形式でわかりやすく伝え、どうすれ
ば健全な職場環境を育てることができる
か皆で考えていくための教材です。
■上司⇄部下
■女性⇄男性

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3135〕
■ 字幕版付き／解説書付き
■ 23 分　■ 2013 年

職場の人権

自他尊重のコミュニケーションと職場の人権１
ハラスメントの視点から

職場で体験しがちな身近なエピソードを
４つ取り上げ、お互いを尊重するコミュニ
ケーションの大切さを考える教材です。
■「好意が重すぎるぅ！」 
■「理系って冷たい？」
■「年上の部下、年下の上司」
■「ワーク・ライフ・バランス」

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3136〕
■ 字幕版付き／解説書付き
■ 23 分　■ 2013 年

職場の人権

自他尊重のコミュニケーションと職場の人権２
相手の立場で考える

「職場のパワーハラスメントについては業
務上の指導と線引きが難しい｣ との声が
あります。また上司からだけでなく同僚
間や部下から上司への嫌がらせもパワハ
ラに該当する可能性があります。本作品
では様々なケースをドラマで描くことで、
パワハラについて問題提起していきます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3133〕
■ 字幕版付き／解説書付き
■ 28 分　■ 2012 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

職場の人権

職場の日常から考えるパワーハラスメント
就職における採用選考は、応募者の人生
を左右しかねない重要な機会です。本作
品は、採用選考において企業が門戸を広
く開き、人権に対する感覚を高めていくこ
とが非常に重要であるという視点で、公
正な採用選考を進めるためのドラマ形式
の啓発教材です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3253〕
■ 字幕版付き
■ 28 分　■ 2012 年

職場の人権

だれにでも開かれていますか？
公正な採用選考を求めて

職場での女性への権利侵害の現状を再現
ドラマで描き、なぜ女性への権利侵害が
起こるのか、その原因と対処法を説明し
ます。
監修：東洋大学 文学部教育学科 教授
　　　矢口悦子

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 24 分　■ 2012 年
★文部科学省選定

職場の人権

どう守る 女性の人権
女性が活躍できる職場づくり

職場では多様な人々が働き、年代・役職・
家庭環境など社会的立場も様々です。そ
れぞれの立場ゆえにすれ違うこともあり
ますが、相手の気持ちを考えることで乗
り越えていき、多様な仲間を受け容れて
いく過程をドラマで描きます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3201〕
■ 字幕版付き／解説書付き
■ 28 分＋付録　■ 2011 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

職場の人権

それぞれの立場 それぞれのきもち
職場のダイバーシティと人権

人材採用時には、応募者の基本的人権に
配慮し、公正な採用選考をすることが大
切です。昨今増えてきたエントリーシート
のあり方を考えることをきっかけに、企業
の採用選考担当者に公正な採用選考のた
めの情報を紹介していきます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3343〕
■ 字幕版付き
■ 27 分　■ 2010 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

職場の人権

どうしてそんなこと聞くの
公正な採用選考のために

企業の採用選考におけるエントリーから
筆記試験、面接といった一連の流れの中
で、いかにして受験者の基本的人権を守
り、企業にとっても受験者にとっても望
ましい採用選考のあり方が実現できるか
を、ドラマスタイルで提起していきます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3616〕
■ 字幕版付き
■ 27 分　■ 2011 年

職場の人権

本当の出会いのために
エントリーから始まる公正採用選考

社会教育 人権啓発

人
権
啓
発

職場での人間関係に悩む人は少なくありません。
そこで「傾聴法」（相手の話に共感し、相手の話
を最後まで聞くこと）を取り入れて働きやすい職
場へ変えていった３つの事例を示しながら、職
場の人間関係を良くするポイントを紹介します。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 24 分　■ 2017 年

なくそう！ 職場に潜む心の病
人権尊重の基本に傾聴がある

職場の人権
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一連のドラマの中に、6 つのテーマを内
包しています。職場で身近に起こり得る
パワハラやセクハラ、コミュニケーション
不足が原因のトラブルを描くことで、そこ
にある意識のズレと問題点を提示してい
きます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3116〕
■ 字幕版付き／解説書付き
■ 27 分＋特典　■ 2008 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

職場の人権

職場の人権
相手のきもちを考える

どこにでも見られる職場の日常風景。し
かし、その中にあるちょっとしたコミュニ
ケーションの失敗が仲間を傷つけてしま
うことがあります。職場のコミュニケー
ションを見つめ直す、ドラマ形式の作品
です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3940〕
■ 字幕版付き／ワークシート・解説書付き
■ 26 分＋特典　■ 2009 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

職場の人権

私が私らしくあるために
職場のコミュニケーションと人権

ミニドラマと解説で構成。職場で「こころ
の病」に発展しがちなストレスのかかる
状況をドラマで再現し、「こころの病」と
は何か、その対応策を解説していきます。
監修：産業医　荒井千暁

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3485　字幕版 C#3486〕
■ 解説書付き
■ 25 分　■ 2007 年
★ 教育映像祭最優秀作品賞

職場の人権

働きやすい職場をめざして
こころの健康と人権

企業の社会的取り組みは現代では不可欠
であり、優れた人権意識を持つことは企
業が成長する必須条件でもあります。企
業に求められる人権意識を若い社員の目
を通して描き、問題提起します。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2841　字幕版 C#2842〕
■ 24 分　■ 2006 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

職場の人権

企業に求められる人権意識とは？

依然あとを絶たないセクハラ。私たちは
セクハラについての認識を新たにする必
要があります。一歩進んだセクハラ防止
ビデオとして活用してもらえるよう企画し
ました。
監修：クオレ・シー・キューブ　
　　　代表取締役　岡田康子

■ DVD 66,000 円（字幕版のみ）　㊫ 33,000 円　〔C#3483〕
　 DVD-R 66,000 円（字幕なし）
■ 24 分　■ 2006 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

職場の人権

ハラスメントと人権
セクシュアル・ハラスメント
しない　させない　許さない

職場の人権

ハラスメントと人権
防ごう！パワー・ハラスメント

企業内での人間関係のもつれから陰湿な
いじめへと発展するケースとして最近問
題となっているのが、パワー・ハラスメン
トです。パワハラとは何か、防止するため
にはどうすれば良いのかを考えます。
監修：クオレ・シー・キューブ　
　　　代表取締役　岡田康子

■ DVD 66,000 円（字幕版のみ）　㊫ 33,000 円　〔C#3484〕
　 DVD-R 66,000 円（字幕なし）
■ 20 分　■ 2006 年　

街の喫茶店「カフェ・ヒューマンライツ」を
舞台に、店のママのところに集まってくる
人々の交流の中から「人権のヒント」を考え、
それぞれの違いを思いやる心の大切さを理
解していきます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3122〕
■ 字幕版付き／ワークシート・指導のヒント（用語集）付き
■ 25 分　■ 2010 年
★ 文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

職場の人権

人権のヒント　地域編
「思い込み」から「思いやり」へ

ごく普通の会社員の日常をドラマ形式で描
きながら、日頃は気づかない「人権のヒント」
を探っていきます。職場の中で私たちが考
えるべき人権問題 （セクハラ、パワハラ、障
がい者との共生など）について提起します。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3119〕
■ 字幕版付き／ワークシート・指導のヒント（用語集）付き
■ 22 分　■ 2010 年
★ 文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

職場の人権

人権のヒント　職場編
気づきのためのエピソード集

■ DVD ２巻セット 110,000 円　㊫ 55,000 円　〔C#3125〕

人権啓発社会教育

人
権
啓
発

■ DVD ① 40,000 円　② 50,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き／活用ガイド・パワーポイント資料付き
■ ① 30 分　② 38 分　■ 2017 年

職場の人権

マタハラのない職場づくりのために 全２巻
マタハラ被害の多くは、法律や規則な
どを知らないことや、妊産婦の個別性
や体調に関する無理解が原因で起きて
います。この教材では、マタハラとなる
事例の型と原因をベースに、妊娠・出産・
育児・介護などをめぐる法律や妊婦の
体調などについても解説と事例を交え
て、分かりやすく解説しています。パタ
ハラ対策にも対応しています。

①マタハラ防止の基礎知識 〜問題となる言動とは〜
【全社員・全職員向け】
マタハラとは／状態への嫌がらせ型／制度等の利用への嫌がら
せ型／マタハラが起きる原因　ほか

②マタハラ防止と管理職の役割 〜職場環境づくりとマネジメント〜
【管理職向け】
マタハラとは／マタハラが起きる原因／制度を利用する本人が招
くマタハラ／マタハラ防止のマネジメント／解決方法１：通知／解
決方法２：調整　ほか
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ラジオ局で番組パーソナリティを務める
サヤカの元には、今夜もリスナーから相
談の便りが届く。現代社会に悩む様々な
人々が番組を軸に心を通わせ、明日へと
つながる一歩を見つけていくドラマ教材。　
出演：秋元才加　ほか

■ DVD 20,000 円　〔C#6080〕
■ 字幕副音声版付き／活用の手引付き
■ 34 分　■ 2014 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

さまざまなテーマから考える人権

i
　 　 イ マ ジ ネ ー シ ョ ン 　 　

magination　想う つながる 一歩ふみだす

さまざまなテーマから考える人権

FUKUSHIMA から考えるシリーズ
誇り －差別といじめは越えられる－

福島県から原発事故被害を避けて父の実
家に避難した一家が、風評という偏見や、
無知が生む差別やいじめと遭遇する。試
練の中で家族がみつけた差別やいじめを
越える力は、自分たち自身が誇りを失わ
ないことだった…。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 30 分　■ 2013 年

女性、自死遺族、ホームレス、ハンセン
病などを題材に、私たちの中にある差
別や偏見について考えます。本作品では
人権問題に興味をもつ若者たち４人に集
まってもらいました。彼らが気づき、体験
し、感じたことは、まさに人権に向き合
うための旅とも言えます。

■ DVD 78,000 円　㊫ 39,000 円　〔C#2557〕
■ 字幕版付き／解説書付き
■ 30 分＋特典映像 27 分　■ 2012 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

さまざまなテーマから考える人権

あなたの偏見、わたしの差別
人権に気づく旅

「障害者差別解消法」とはどのようなものなのか、
そして「合理的配慮」についてわかりやすく解説
します。具体的に、視覚障害者、聴覚障害者、
車椅子の方の日常を通して、周囲の人々がどのよ
うに配慮すればよいのか考えていきます。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 25 分　■ 2016 年
★ 公益財団法人
　 日本障害者リハビリテーション協会ほか推薦

改訂版　無関心ではいけない！ 障害者の人権
障害者差別解消法を理解する

さまざまなテーマから考える人権

※制作中につき、内容・価格等が変更となる場合があります
■ DVD （販売価格未定）
■ 字幕副音声版付き／活用の手引付き
■ 38 分　■ 2018 年６月発売予定

舞台は、休日の学校で開かれる「人権の教室」。招待状で
招かれた 3 人の中学生・高校生が「声」を手掛かりに、
3 つの人権のテーマについて学んでいきます。
出演：小林星蘭、岩崎恭子 ほか

【収録テーマ】
・声援＜オリンピック・パラリンピックと人権＞
・発信＜北朝鮮による拉致問題＞
・歌声＜子供の人権（いじめ問題）＞

さまざまなテーマから考える人権

社会教育 人権啓発

人
権
啓
発

いじめは学校だけの問題。私たちはどこ
かでそう思い込んでいないでしょうか。本
作品は、いじめを学校・家庭・地域・社会
全体の課題として見つめ直し、いじめ体
験がある、いじめをよく知る大人たちが、
児童・生徒・いじめを抱える子どもたちへ、
いじめ回復の道筋を提言するものです。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 17 分　■ 2017 年

さまざまなテーマから考える人権

いじめ回復マニュアル
ー大人たちから君たちへー

あなたには「心のよりどころ」があります
か？ 忙しい日常に追われて誰かと「心を
交流する」ことをおろそかにしていませ
んか？ 町の路地にたたずむこの小さなカ
フェにはいろんな人が訪れ、駿と桜が、
出迎えます。ここは、ココロ まじわる ヨ
リドコロ。ようこそわっかカフェへ。

■ DVD 20,000 円　〔C#7469〕
■ 字幕副音声版付き／活用の手引付き
■ 35 分　■ 2016 年
★ 文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

さまざまなテーマから考える人権

わっかカフェへようこそ
〜ココロ まじわる ヨリドコロ〜

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3397〕
■ 字幕版付き／解説シート付き　■ 30 分　■ 2016 年
★ 文部科学省特別選定・公益社団法人認知症の人と家族の会推薦

教育映像祭最優秀作品賞

高齢化の進展に伴い、認知症の人が今後さらに増加する
ことが予測されています。一方で、多くの人たちが認知症
に対して知識不足であり、偏見を抱いているのではないで
しょうか。本作品は、認知症によくみられる症状、認知症
の人の思いと家族の気持ちの変化、症状の理解、介護者
の交流の大切さなどを描いたドラマ教材です。認知症につ
いて正しい知識を持ち、認知症の人の視点に立って認知症
への理解を深めることを目的として制作しています。
監修：川崎幸クリニック院長
　　　公益社団法人 認知症の人と家族の会 副代表理事　杉山孝博

さまざまなテーマから考える人権

認知症と向き合うVoice!!! 人権の教室
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３つのケースを設定して、行動するかしないかの
分岐点を提示します。自分なりにどのように行動
できるか、できないか、そしてその理由を考え
る中で、人権意識をいかに行動につなげていく
かを考えます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円
　〔C#3107　字幕版 C#3108〕
■ チェックシート・解説書付き
■ 25 分　■ 2007 年

人権を行動する
その時あなたはどうしますか？

さまざまなテーマから考える人権

ある男性の一日を追い、その一日の出来事の中
で、「人権を考える10 のチェックポイント」を用
意し、日常の中の身近な人権を改めて考えてい
きます。
監修：東京人権啓発企業連絡会
　　　常務理事啓発委員長　竹内良

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円
　〔C#3104〕　字幕版のみ
■ チェックシート・解説書付き　
■ 23 分　■ 2005 年
★ 文部科学省選定

人権入門
日常から考える10 のヒント

さまざまなテーマから考える人権

ミニドラマとナレーションで構成。人権を身近に
感じてもらうために、生活の中で出会う幅広い
人権のテーマを取り上げ、それぞれのテーマで
ディスカッションが可能なように構成しています。
監修：東京人権啓発企業連絡会
　　　常務理事啓発委員長　竹内良

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円
　〔C#3101　字幕版 C#3102〕
■ 25 分　■ 2004 年
★文部科学省選定

人権の扉をひらく
気づいてますか？　身近な人権

さまざまなテーマから考える人権

外国の人からみた徳島・日本。外国の人からみ
た「わたしたち」を知ることで、社会のもつ矛盾
や人権問題を考え直すことができるのではない
でしょうか。

■ VHS 30,000 円　〔C#6728〕
■ 27 分　■ 2004 年
★ 文部科学省選定

外からみたわたしたち
地球規模で違いを認めあい、そしてふれあいを

さまざまなテーマから考える人権

「違い」をキーワードに、障害がある人、外国人、
ハンセン病、部落問題について、当事者の言葉
で、観る人の心に訴えかけます。人権に向き合
うきっかけとなるビデオです。
監修：東京人権啓発企業連絡会
　　　常務理事啓発委員長　竹内良

■ DVD-R 78,000 円　㊫ 39,000 円
　〔C#3105　字幕版 C#3106〕
■ 28 分　■ 2006 年

人権と向きあう
違いを認めあうために

さまざまなテーマから考える人権

差別の歴史をひもときながら、差別された人々
の生産と労働、芸能や文化への関わりを、ヒュー
マン博士が分かりやすく解説。学校での人権学
習教材、また地域や職場での啓発教材として幅
広く活用いただけます。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 60,000 円　㊫ 30,000 円
■ 28 分　■ 2005 年

ヒューマン博士と考えよう
差別から人権の確立へ

さまざまなテーマから考える人権

ドメスティックバイオレンス、高齢者、障害者、
報道被害、ＨＩＶ感染者、同和問題。身近な人
権問題を考えていく素材として、東京都人権施
策推進指針の中から６つの課題を取り上げまし
た。

■ VHS 60,000 円　DVD-R 版あり
　〔C#6587　字幕版 C#6588〕
■ 27 分　■ 2003 年
★文部科学省選定

人権に向き合うための６つの素
エピソード

材
街に、暮らしに、あなたのとなりに

さまざまなテーマから考える人権

６人の若者たちが、人権問題に取り組んでいる
人や当事者の人たちと会い、話を聞き、事実を
知り、率直に話し合います。若者たちの「人権」
との出会いと発見を、彼ら自身の言葉で描いた
ドキュメンタリーです。

■ VHS 60,000 円
　〔C#7335　字幕版 C#7336〕
■ 27 分　■ 2002 年

M
ミート

eet t
ザ

he ヒューマン ライツ
若者たちが出会った人々

さまざまなテーマから考える人権

日常の人権Ⅱ ー気づきから行動へー
外国人の人権　障がい者の人権
部落差別　インターネットでの人権侵害

日常生活の中に潜むさまざまな人権問題
を取り上げます。人々の心にある偏見をド
ラマで描き、また差別や偏見に苦しむ人々
の心の痛みをドキュメンタリーで伝えま
す。人権について多様な角度から考える
ことができる作品です。

さまざまなテーマから考える人権

日常の人権Ⅰ ー気づきから行動へー
女性の人権　子どもの人権　高齢者の人権

■ DVD  ２巻セット 110,000 円
　 ㊫ 55,000 円　〔C#3384〕

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3380〕
■ 字幕版付き／ワークシート付き　■ 23 分　■ 2009 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3381〕
■ 字幕版付き／ワークシート付き　■ 23 分　■ 2009 年
★文部科学省選定

人権啓発社会教育

人
権
啓
発
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■ DVD 80,000 円　〔C#6051〕
■ 字幕副音声版付き
■ 36 分　■ 2017 年

人権啓発ドラマ

あした咲く

独身会社員の妹と専業主婦の姉。それぞれの立場ゆえの
悩みや葛藤を抱えています。姉妹での対立や、父との対話、
そして地域の人々とのふれあいを通して、別の視点や価値
観に気づいていきます。幸せの形は十人十色です。自分で
自分の生き方を選択し、女性はもちろん全ての人が「自分
の花」をイキイキと咲かせることのできる多様性尊重社会。
その実現をめざすきっかけとなる人権啓発ドラマです。

■ DVD 80,000 円　〔C#6231〕
■ 字幕副音声版付き
■ 34 分　■ 2016 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

風の匂い

スーパーマーケットで働く青年、歩と正人。歩には知的障
害がありますが、子どもの頃は共に遊び、共に学ぶ「大切
な友だち」でした。しかし、大人になった二人を隔てる健
常者と障害者という壁。その壁を作っているのは誰なのか。
二人の成長と職場での人間模様を通して、社会的な課題
でもある『合理的配慮』についても触れ、見る方々が自分
自身の問題として考えるきっかけとなるドラマ教材です。

人権啓発ドラマ

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0650〕
■ 字幕版付き／授業ですぐ使えるワークシート付き
■ 30 分　■ 2015 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

聲
こ え

の形
かたち

「あの時、アイツの声が聞こえていれば…」
将也のクラスに転校してきた硝子 ( しょうこ ) は聴覚障害
者だが、筆談ノートで積極的に皆に語りかける。当初は好
意的に受け入れていた将也やクラスメイト達だったが、硝
子が原因で授業が止まったり、筆談ノートの煩わしさに
徐々にストレスを感じていく…。
監修：一般財団法人 全日本ろうあ連盟

人権啓発ドラマ

■ DVD 80,000 円　〔C#6451〕
■ 字幕副音声版付き
■ 34 分　■ 2015 年
★ 文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

人権啓発ドラマ

ここから歩き始める

「認知症を共に生きる」をテーマに、高齢者問題を人の幸
せと尊厳を守るという人権の視点から捉えます。認知症の
親を持つ主人公とその家族の中で繰り広げられる介護をめ
ぐる葛藤ときずなの紡ぎなおしを描くことで、高齢者が人
間として誇りを持って生きていく上で大切なことについて、
家族や地域の視点を通して考えるきっかけとなるドラマ教
材です。出演：金子昇・大出俊 ほか

■ DVD 80,000 円　〔C#6050〕
■ 字幕副音声版付き
■ 36 分　■ 2014 年
★ 文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発ドラマ

あなたに伝えたいこと

｢インターネット時代における同和問題｣ がテーマ。主人
公はごく普通の若い女性。物語が進む中で彼女は、自分
の祖母や母が同和問題でつらい思いをしてきたことを知り
ます。彼女の結婚話を中心に、恋人や友人、家族などと
の関わりを通して、ネット上の情報だけではなく、実際に
人とふれあう中でお互いを正しく知り合うことが、全ての
差別をなくしていくために重要であることを伝えます。

社会教育 人権啓発

人
権
啓
発

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2822〕
■ 字幕版付き／解説書・ワークシート付き
■ 31 分　■ 2014 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発ドラマ

家庭の中の人権
カラフル

福沢聡の最近の悩みは、一流企業を辞めてフリーターをし
ている息子のこと。そんな聡は、ある日、元部下の麻衣子
から自身が性同一性障害であり、周囲に公表すべきか悩ん
でいると相談される。「子どもや周囲の人間に押し付けて
いた自分の理想や価値観」「家庭も社会も十人十色。いろ
んな人がいて成り立つカラフルな人生とは？」。人権を身近
な問題として意識し、家族で話題にできるドラマ教材です。
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発達障害のある人の生きづらさや痛みを
真摯に伝えるとともに、「違い」が生み出
すプラスのエネルギーを美しく群生する
コスモスの花々と重ね、「ともに生きるこ
との喜び」を伝えるための教材として制
作しました。
出演：平山あや・大野拓朗・石橋蓮司

■ DVD 70,000 円 ㊫ 45,000 円 〔C#6466〕字幕副音声版付き
■ VHS  70,000 円 ㊫ 45,000 円 〔C#6467　字幕副音声版 C#6468〕
■ 34 分　■ 2014 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発ドラマ

秋
コスモス

桜の咲く日

震災で母を失い、出稼ぎに出た父に代わ
り親族に引き取られた俊太と仁美。ある
日、仁美は母に会ったと言い出す。二人
は母を求めて家出。そこで出会うおじさ
ん、おばさん、亡くなった母。あの海で
二人が出会ったのは…。子どもの心の傷
の回復に何が必要かを考えます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 30 分　■ 2014 年

人権啓発ドラマ

みんな生きている

近年、社会から孤立する人が増え、孤独
死などが大きな社会問題になっています。

「無縁社会」の中で、地域で起こる身近な
人権問題に対し主体的に行動し、新たな
地域のつながりを結んでいくことの大切
さを実感してもらうためのドラマです。
出演：矢柴俊博・伊藤かずえ・草村礼子

■ DVD 80,000 円　〔C#7208〕字幕副音声版付き
■ VHS 80,000 円　〔C#7209　字幕副音声版 C#7210〕
■ 34 分　■ 2014 年
★文部科学省選定

人権啓発ドラマ

ヒーロー

クラスの大多数を占めるであろう傍観者
がいかにして“いじめの構図”を崩せるか
という視点を中心に、クラス全体で話し
合うために活用いただけるドラマ形式の
教材です。
原案：ホームページ「いじめと戦おう！～対策と克服法～」
監修：玉聞伸啓（ホームページ「いじめと戦おう！」管理人）

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2614〕
■ 指導用手引書付き
■ 21 分　■ 2012 年
★文部科学省特別選定・教育映像祭最優秀作品賞

人権啓発ドラマ

小学生篇 いじめと戦おう！
私たちにできること

人気サイト「いじめと戦おう！」に寄せら
れたいじめ経験者の生の声を元に、現代
の中学生を襲ういじめのメカニズム・なく
すためのヒントを描いたドラマ作品です。
鑑賞した生徒が登場人物たちの立場を自
分の身に置き換えて考える事ができます。
原案・監修：同左

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2615〕
■ 指導用手引書付き
■ 23 分　■ 2012 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発ドラマ

中学生篇 いじめと戦おう！
もしもあの日に戻れたら

人権啓発ドラマ

家庭の中の人権
生まれ来る子へ

このドラマは家庭の中の人権に目を向け、
祖父母と孫夫婦の会話を通して身の回り
にある人権問題をクローズアップしていま
す。家庭の中で人権の尊さについて語り
あい、伝えていくことは、全ての『いのち』
を大切にすることでもあります。気づくこ
と、行動することの大切さを描きます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2816〕
■ 字幕版付き／解説書付き
■ 25 分　■ 2013 年
★ 文部科学省選定

多くの人権課題に共通するのは、私たち
の誤った考え方や思い込み、偏見という

「意識」です。誤解や偏見に気づき、人
と深く向き合うこと、他者の気持ちを我
が事として思うこと。全ての人権課題を自
分に関わることとして捉え、日常の行動
につなげてもらえるドラマです。

■ DVD 80,000 円　〔C#7292〕字幕副音声版付き
■ VHS 80,000 円　〔C#7294　字幕副音声版 C#7293〕
■ 36 分　■ 2012 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発ドラマ

ほんとの空
地域の人たちと触れ合っていく小学校 2
年生の桃香と、娘を見守る両親の姿を描
きながら、ともすれば見失いがちな、人
と人とが寄り添い、共に生きる温かな世
界とは何かについて語りかけていきます。
出演：星奈優里 ほか

■ DVD 80,000 円　〔C#7375〕字幕副音声版付き
■ VHS 80,000 円　〔C#7376　字幕副音声版 C#7377〕
■ 36 分　■ 2011 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発ドラマ

桃香の自由帳

インターネットの利用にあたっての人権
意識・人権感覚の重要性、そして人と人
とのふれ合い・語り合いの大切さを訴え
かけるドラマです。こころ豊かなコミュニ
ケーション社会をめざして制作しました。

■ DVD 80,000 円　〔C#6047〕字幕副音声版付き
■ VHS 80,000 円　〔C#6049　字幕副音声版 C#6048〕
■ 38 分　■ 2009 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発ドラマ

あの空の向こうに
派遣切りにあい失業中の青年が、様々な
人との交流を通して「いのちのきずな」に
気づいていくドラマ。児童虐待の問題も
とりいれながら、互いの人権を尊重する
ことが、生きることの素晴らしさにつなが
ることを訴えていきます。
出演：辻本祐樹・東てる美 ほか

■ DVD 80,000 円　〔C#6359〕字幕副音声版付き
■ VHS 80,000 円　〔C#6361　字幕副音声版 C#6360〕
■ 36 分　■ 2010 年
★ 文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞・人権啓発資料法務大臣表彰優秀賞

人権啓発ドラマ

クリームパン

人権啓発社会教育

人
権
啓
発
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妻を亡くした一人の男の気づきと再生を描
いたドラマ。一人一人の気づきこそが、人々
の結びつきが弱まった地域社会の「再生」
につながります。無関心の壁を破り、温
かい相互支援を進めることの大切さを語
りかけます。
出演：本田博太郎 ほか

■ DVD 80,000 円　〔C#6594〕字幕副音声版付き
■ VHS 80,000 円　〔C#6592　字幕副音声版 C#6593〕
■ 37 分　■ 2008 年
★ 教育映像祭最優秀作品賞

人権啓発ドラマ

親愛なる、あなたへ

いじめは他人事ではなく「私」の問題です。
いじめ構造の中で多数を占める傍観者が
勇気をもって声を発すれば、必ずいじめ
の解決につながるということを訴えかけ
ます。
出演：小林綾子 ほか

■ DVD 80,000 円　〔C#6458〕字幕副音声版付き
■ VHS 80,000 円　〔C#6456　字幕副音声版 C#6457〕
■ 35 分　■ 2008 年
★ 教育映像祭最優秀作品賞

人権啓発ドラマ

こころに咲く花

依然として偏見や差別が存在し、高齢化、
国際化、高度情報化などを背景に新たな
人権問題も発生しています。その根底に
ある共通の差別構造を見極め、人権感覚
を身に付けることの重要性を訴えかけま
す。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#6704〕字幕版付き
■ VHS 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#6702　字幕版 C#6703〕
■ 31 分　■ 2006 年
★文部科学省選定

人権啓発ドラマ

青春のヒューマン・ステージ

もしわが子がインターネットで他者の人権
を侵してしまったら。逆にわが子が被害
者になり、いじめにあったら。あるいは
学校や地域で同じ事件が起きたら‥‥「あ
なたならどうしますか？」を問いかけるド
ラマです。　
出演：大場久美子 ほか

■ DVD 80,000 円　〔C#7383〕字幕副音声版付き
■ VHS 80,000 円　〔C#7390　字幕副音声版 C#7389〕
■ 38 分　■ 2007 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

人権啓発ドラマ

夕映えのみち

在日外国人が学校や社会で経験する様々
な葛藤を描き、それぞれの生き方・考え
方を大切にして互いに理解し合うことの
必要性、全ての人の人権が尊重される社
会の実現について考えます。
出演：前田亜季 ほか

■ DVD 90,000 円　〔C#7287〕字幕版付き
■ VHS 90,000 円　〔C#7285　字幕版 C#7286〕
■ 54 分　■ 2008 年
★ 教育映像祭最優秀作品賞

人権啓発ドラマ

ホームタウン
朴英美（パク・ヨンミ）のまち

子ども虐待、ＤＶ、男女差別、育児不安。
幼い子どもの目を通して日常にある人権
問題に気づかせ、一人一人が幸せになる
ためには何が一番大切なのかを考えさせ
るドラマです。
出演：原田龍二・千堂あきほ ほか

■ DVD-R 90,000 円　字幕版あり
■ VHS　 90,000 円　〔C#6814　字幕版 C#6815〕
■ 54 分　■ 2006 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発ドラマ

千夏のおくりもの

「差別は心の問題？」この作品はこの命題
への疑問をもとに作られました。現実の
社会がもつ矛盾を、「学歴」「階層」「不
平等」などをキーワードに構成。社会に
広がる格差・差別 “ 見えないライン ” を
突きます。
出演：三田村邦彦 ほか

■ VHS 80,000 円　〔C#7337　字幕版 C#7338〕
■ 55 分　■ 2006 年

人権啓発ドラマ

見えないライン
東京から兵庫県に引っ越してきた家族。
22年ぶりに故郷に戻った父と東京生まれ
の母娘。そこに根っからの地元の人間で
ある祖母や、父の幼馴染が加わって『異
文化＆多世代』の対立や交流が生まれま
す。

■ DVD 80,000 円　字幕副音声版付き
■ VHS 80,000 円　〔C#7425　字幕副音声版 C#7426〕
■ 35 分　■ 2005 年
★文部科学省選定

人権啓発ドラマ

私の好きなまち

障害者を特別視したり、排除したりする健常者
の意識「心の壁」をなくし、あらゆる人々がとも
に生きる「ユニバーサル社会」の実現をめざすこ
との大切さを訴えかけます。

■ DVD-R 80,000 円　字幕副音声版あり
■ VHS　 80,000 円
　〔C#6229　字幕副音声版 C#6230〕
■ 35 分　■ 2005 年
★文部科学省選定

壁のないまち
人権啓発ドラマ

ある家族の再生を描くことによって、身近に存在する偏見や差別に目
を向け、人権への理解を深め、誰もが幸福に生きていく権利をもって
いることを学んでいきます。

■ Blu-ray 120,000 円　字幕版付き
■ DVD 80,000 円　〔C#7499〕字幕版付き
■ 50 分　■ 2011 年
★文部科学省選定

虹色のビー玉
〜 “ 偏見 ” 失いかけた家族の絆〜

人権啓発ドラマ

社会教育 人権啓発

人
権
啓
発
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2111〕
■ 13 分　■ 2017 年

外見や能力が異なるむしむし村の昆虫キャラクターたち。
時には、それぞれの違いが原因で相手を傷つけたり、自
分なんてダメなんだと悩んだりもします。でも、誰でも苦
手なこともあれば、得意なこともあります。大切なのはお
互いの違いを認め、相手の気持ちを思いやること。そして
仲間と助け合っていくこと。そんなことを、子供たちが楽
しく学んでいけるアニメーション作品です。

むしむし村の仲間たち
みんないいとこあるんだよ

人権啓発アニメーション

■ DVD 70,000 円　㊫ 45,000 円　〔C#7181〕
■ 字幕副音声版付き
■ 本編 32 分　解説編　「若年性認知症」4 分　「同和問題」5 分　「LGBT」5 分　
■ 2016 年　★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

この作品では、大学生たちの悩みと学びを通して「正しい
理解」「多様性の受容と尊重」の大切さを描きます。大学
生の朝陽の父が若年性認知症と診断されます。また朝陽
にはトランスジェンダーの幼馴染との交流もあります。そ
んななか、担当教官の指導の下、新しく友人になった朝陽
と優海は、同和問題について深く学びをすすめることにな
ります。登場人物の成長と共に、誰もが人権を尊重される
社会について、考えていただくための教材です。

人権啓発アニメーション

光射す空へ

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2969〕
■ワークシート付き
■ 25 分　■ 2014 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

友だちを泣かせてしまい「ココロを入れかえなさい」と先
生にしかられた小学３年生のひろき。教室をとびだし、長
い廊下を走った末に、迷って入りこんでしまったのは「ココ
ロ屋」＝ウツロイ博士が作り出した、いろいろなココロが
並んでいる店だった…。「ココロ」をテーマに、自分とは何
かを考えさせる、道徳教材として好適のアニメーションで
す。
原作：ココロ屋
　作：梨屋アリエ　絵：菅野由貴子（文研出版刊）

人権啓発アニメーション

ココロ屋

小学 5 年生の希望（のぞむ）と岳（がく）
と、近所の美代おばあさんとの交流を描
きながら、子どもの人権や、地域で育む
人権文化に目を向け、また次代に語り継
ぐものとして「戦争と平和」についても描
いています。

■ DVD 80,000 円　㊫ 45,000 円　〔C#7288〕　字幕版付き
■ VHS 80,000 円　㊫ 45,000 円　〔C#7289　字幕版 C#7290〕
■ 42 分　■ 2010 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発アニメーション

ボクとガク
あの夏のものがたり

念願のケータイを買ってもらった優衣。
だが優衣の友達の夏希が学校裏サイトに
書き込まれ、擁護した優衣に悪意の矛先
が向けられた。担任の青島、両親と夏希
は優衣のために動き出す。ネット社会に
おける人権問題の根底にあるものは何か、
感動的なアニメーションで描き出します。　

■ DVD 80,000 円　㊫ 45,000 円　〔C#6463〕　字幕版付き
■ VHS 80,000 円　㊫ 45,000 円　〔C#6462　字幕版 C#6464〕
■ 40 分　■ 2009 年
★文部科学省特別選定・教育映像祭最優秀作品賞

人権啓発アニメーション

声を聞かせて

人は誰しも心の中に四季を持っています。
家族や地域から孤立したり、支援や見守
りが必要な人は、「心の冬」を感じてい
るのかもしれません。それぞれの事情や
過去を抱えた登場人物の交流を描きなが
ら、お互いが支え合い、温かく見守りあ
う地域社会の大切さを語りかけます。

■ DVD 80,000 円　㊫ 45,000 円　〔C#6785〕　字幕副音声版付き
■ VHS 80,000 円　㊫ 45,000 円　〔C#6786　字幕副音声版 C#6787〕
■ 40 分　■ 2011 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発アニメーション

探
たんばい

梅　春、 遠からじ

人権啓発社会教育

人
権
啓
発

高齢者の尊厳を守り、誰もが自分らしく生きら
れる社会を作るためには…。世代の異なる者と
の交流を通じ、様々な立場の人々が絆や生きが
いを感じていく様子を描いています。

■ DVD 80,000 円　㊫ 45,000 円
　〔C#7380〕　字幕版付き
■ VHS 80,000 円　㊫ 45,000 円
　〔C#7381　字幕版 C#7382〕
■ 40 分　■ 2008 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

夢のつづき
人権啓発アニメーション
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いじめやコンプレックスなど大切なテーマをねず
みくんと一緒に学べる楽しいアニメーション。一
人一人が大切な存在であること、共に生きてい
ることを感じられることを願って制作しました。
原作：作・なかえよしを
　　　絵・上野紀子（ポプラ社刊）

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3420〕
■ 12 分　■ 2008 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発アニメーション

子どもの心を育てる人権アニメーション
ねずみくんのきもち

リストラによる転職・慣れぬ仕事の重圧から心
の病にかかる父。沙也香の家族は周囲の助けも
受け、多くの困難を乗り越えていきます。人と
人とのつながり、支え合うことの大切さを描き、
本当の幸せとは何かを考えます。

■ DVD-R 80,000 円　字幕版あり　
■ VHS　 80,000 円　㊫ 45,000 円
　〔C#7499〕　字幕版あり
■ 42 分　■ 2007 年

ひまわりのように
人権啓発アニメーション

初めて町内会長になった専業主婦のひとみは、
ゴミ出しをめぐる問題から『多国籍アパート』に
住む外国人たちと周囲の住民との間のトラブル
を抱え込むはめに。しかしそこからやがて、地
域の輪が広がり始めます。

■ DVD-R 80,000 円　字幕版あり　
■ VHS　 80,000 円　㊫ 45,000 円
　〔C#6454　字幕版 C#6455〕
■ 42 分　■ 2006 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

この空の下で
人権啓発アニメーション

「障害を持っていても、娘の旅立ちの日に親とし
て挨拶をしたい」‥‥その願いを叶えるために
奮闘するウエディングコーディネーターの姿を
通して、見えない障壁を乗り越え「心のバリアフ
リー」が形成される様子を描きます。

■ DVD-R 80,000 円　字幕版あり　
■ VHS　 80,000 円　㊫ 45,000 円
　〔C#6781　字幕版 C#6782〕
■ 40 分　■ 2005 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

旅立ちの日に
人権啓発アニメーション

新しい生命の誕生を控えた家族とその周りの
人々のふれあいや葛藤を通して、相手を理解す
ること、尊重し合うこと、そして自分の問題とし
て行動することの大切さや素晴しさを描きます。

■ DVD-R 80,000 円　字幕版あり　
■ VHS　 80,000 円　㊫ 45,000 円
　〔C#7364　字幕版 C#7365〕
■ 41 分　■ 2004 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

めばえの朝
あした

人権啓発アニメーション

母子家庭の奈々恵と娘の千鶴、一人暮らしの老
人・秀子。彼女たちのふれあいを通し、真の共
生の姿を見ていきます。違いを認め合い、互い
に尊重しながら寄り添うとき、人の間に陽だまり
のような温かさが生まれます。

■ DVD-R 80,000 円　字幕版あり　
■ VHS　 80,000 円　㊫ 45,000 円
　〔C#7205　字幕版 C#7206〕
■ 42 分　■ 2003 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

陽だまりの家
人権啓発アニメーション

クラスの中で「どうせ自分なんか」と劣等感をも
ち、疎外感の中で、はっきり自己主張できない
少女。転校生の少年は自らの体験を元に「自分
の言葉で表現することの大切さ」を訴えます。

■ DVD-R 55,000 円　
■ VHS　 55,000 円　㊫ 25,000 円
　〔C#7499〕
■ 18 分　■ 2002 年
★文部科学省選定

み〜つけた！
人権啓発アニメーション

家庭の身近なところで起こる言葉や力による暴
力の問題を取り上げ、人間の尊厳・いのちの尊さ、
自他ともにより良く生きていくためには何が必要
かを考え、家庭のあり方を見つめ直します。

■ DVD-R 80,000 円　字幕版あり
■ VHS　 80,000 円　㊫ 45,000 円
　〔C#6447　字幕版 C#6450〕
■ 43 分　■ 2002 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞
　厚生労働省社会保障審議会推薦児童福祉文化財

こころの交
シ ン フ ォ ニ ー

響楽
人権啓発アニメーション

子どもの権利条約を踏まえ、大人と子どもの関
わり方や子どもの意見表明権に焦点を当てます。

「他人の権利を大切にすることが自分の権利を守
ることである」と、視聴者自身に気づきをもたら
します。

■ DVD-R 60,000 円　
■ VHS　 60,000 円　㊫ 30,000 円
　〔C#7207〕
■ 22 分　■ 2004 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

ひびけ！ 和だいこ
人権啓発アニメーション

史上名高い、幕末岡山の人権一揆。人間として
の誇りに命を賭けた人々と一揆の顛末を、少年
の視点から分かりやすく描いた時代劇アニメー
ションです。30 分版と15 分短縮版があります。

【30 分版】2000 年
■ DVD-R 80,000 円　字幕版あり
■ VHS　 80,000 円〔C#6584〕字幕版あり

【15 分版】2001 年
■ DVD-R 45,000 円　字幕版あり
■ VHS　 45,000 円〔C#6585〕字幕版あり

渋染一揆
明日に架ける虹 【30分版 ／ 15分版】

人権啓発アニメーション

社会教育 人権啓発

人
権
啓
発
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ある職場を舞台にしたドラマ。人事異動後う
つ病に罹った主人公に対する周囲の姿を描き
ながら、うつ病の社員への周囲の配慮と対応
の仕方や、必要な職場環境のあり方を考えて
いきます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2965〕
■ 字幕版付き
■ 22 分　■ 2011 年

人権啓発教材

心のケアと人権　職場編

メンタルケアには家族の支えが不可欠だとい
われていますが、家族だからこそ互いの人権
意識を見失いがちになります。家庭でうつ病
を支えるために求められる人権意識と対応法
を紹介します。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2962〕
■ 字幕版付き
■ 18 分　■ 2011 年

人権啓発教材

心のケアと人権　家庭編

■ DVD・VHS 各巻 66,000 円　〔C#7499〕
■ DVD・VHS ３巻セット180,000 円
■ 2010 年　★文部科学省選定

人権啓発教材

女性の人権シリーズ　全３巻

解説：女性救援組織「ファースト・ステップ」
　　　代表　高橋実生

見下した態度と言動で、妻の人権を傷つけながら、全く自覚のない夫。
夫に従うのが自分の役割だと思い込み、実際の暴力がないため、虐
待だと気づけない妻だったが…。（19 分）

夫の虐待を許さない！ ̶夫婦のモラル・ハラスメント̶

交際を迫りながら、断わられた途端に始まる、職場いじめ、いびり。
職場でプライベートな事情を打ち明けられず、追い込まれた女性社員
は…。（19 分）

職場いじめは許さない！ ̶職場のモラル・ハラスメント̶

親密な関係になって始まった、行動の制限や監視。最初は、それも
愛だと信じたかった。だが、それはやがて、激しい暴力へと変ってい
く…。（21 分）

暴力は愛じゃない！ ̶男女交際のハラスメント̶

現代社会と人権
日本に暮らす　新

ニ ュ ー カ マ ー

来外国人
日系南米人が多く暮らす町を訪
ね、その日常を取材しました。
オーバーステイと呼ばれる非正
規在留外国人の方々の現状と定
住化の問題、そこから見えてく
る人権課題を考えます。

■ DVD-R 78,000 円〔C#2884〕
　 　 　 ㊫ 39,000 円
■ 25 分　■ 2003 年　
★文部科学省選定

人権啓発教材

現代社会と人権
いま、部落を語る若者たち
部落の若者たちが等身大の自分
を語り、活動を語り、悩みを語
ります。部落のマイナスイメージ
を克服し等身大のアイデンティ
ティーを模索し始めた若者たち
の姿を追います。

■ DVD-R 78,000 円
　 　 　 ㊫ 39,000 円
　〔C#2887　字幕版 C#2888〕
■ 27 分　■ 2004 年　

人権啓発教材

現代社会と人権
女性の人権を考える
ドメスティック・バイオレンスの当
事者、セクシャル・ハラスメント
の被害者の方々に取材し、女性の
人権問題について日頃から無意識
に抱いている「男らしさ」「女らしさ」
を問い直すことから考えます。

■ DVD-R 78,000 円〔C#2883〕
　 　 　 ㊫ 39,000 円
■ 25 分　■ 2002 年　
★文部科学省選定

人権啓発教材

現代社会と人権
ハンセン病　剥奪された人権
ハンセン病はかつては「らい病」
と呼ばれ、業病として恐れられて
いました。この作品は長島愛生園
などの療養所に取材し、入寮者
の証言からハンセン病への差別と
偏見を探るものです。

■ DVD-R 78,000 円〔C#2882〕
　 　 　 ㊫ 39,000 円
■ 25 分　■ 2002 年　
★文部科学省選定

人権啓発教材

現代社会と人権
児童虐待と子どもの人権
児童虐待の現状と背景を関係者
への取材映像を通して描き、虐待
防止と子どもの人権を守るために
私たちに何ができるかを考えてい
きます。

■ DVD 66,000 円〔C#3130〕
　 　 ㊫ 33,000 円
■ 字幕版付き
■ 23 分　■ 2011 年　

人権啓発教材

現代社会と人権
インターネットと人権
インターネットは大変便利なもの
ですが、その特性により、人を傷
つけたり人権を深く侵害すること
もあります。ネットの光と影を探
り、ネット時代の人権について考
えます。

■ DVD 78,000 円〔C#2868〕
　 　 ㊫ 39,000 円
■ 字幕版付き
■ 22 分　■ 2010 年　
★ 文部科学省選定

人権啓発教材

現代社会と人権
「障害者」それぞれの暮らし それぞれの自立

近年、障害のある人々が健常者と
同様に生活し活動できるよう、整
備が進められています。そうした
流れの中で、実際に地域社会へ
出て暮らし始めている障害者たち
を取材しました。

■ DVD-R 78,000 円〔C#2886〕
　 　 　 ㊫ 39,000 円
■ 27 分　■ 2004 年　
★文部科学省選定

人権啓発教材

現代社会と人権
同和問題 これからの課題　「特別措置法」の期限を迎えて

「同和対策事業」の 33 年間を総
括。同和問題の何が変わって、何
が変わらなかったのでしょうか。
その検証の中から、これからの同
和問題を考えていきます。

■ DVD-R 78,000 円〔C#2885〕
　 　 　 ㊫ 39,000 円
■ 28 分　■ 2003 年　
★文部科学省選定
　教育映像祭優秀作品賞

人権啓発教材

うつ病や統合失調症など心の病は、誰
でもかかる可能性のある病気です。し
かし、こうした病気に対する偏見はいま
だ根強く、患者や家族を社会から阻害
し、偏見によって適切な治療ができな
いためにさらに病気が悪化する場合も
あります。この作品は、心の病に罹患
した人々や、周囲の人々の日常をドキュ
メントし、心の病に対する偏見について
問い直し、心の病と人権について考えて
いくための教材として作成しました。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2968〕
■ 字幕版付き　■ 25 分　■ 2012 年　

人権啓発教材

現代社会と人権
こころの病と向きあう

人権啓発社会教育

人
権
啓
発
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3138〕
■ 字幕版・副音声版付き
■ 30 分　■ 2016 年

人権啓発ドキュメンタリー

障がいを越えて

障がい者は自分とは違う世界の人…。理解しにくい相手を
恐れ、排除してしまう…。そんな「心のバリア」をあなた
も感じたことはないですか？ このビデオに出ている人たち
の多くも最初は壁を感じていました。しかし相手に向かっ
て一歩踏み出すことで、必ず壁には穴があき、そこから新
しい景色が見える…。そんな三つの実例を追いかけました。
ナレーター：田畑智子

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2573〕
■ 字幕版・副音声版付き／研修用解説書データ収録
■ 35 分　■ 2017 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

もしも、あなたの身近な人が、重い病になったとしたら？
このビデオでは二組の「いのちに寄り添う」人々に密着取
材しました。２人に１人が、がんになる時代。現代日本に
生きる全ての人々が考えるべき、命のドキュメンタリー教
材です。ナビゲーター：中村有志
解説：ふじ内科クリニック医師
　　　ＮＰＯ日本ホスピス・在宅ケア研究会理事　内藤いづみ

人権啓発ドキュメンタリー

いのちに寄り添う
〜ターミナルケアと人権〜

人権啓発教材　小学生向け
小学生のための人権パート１
思いこみに気づく
ホームレスの人や支援者の言葉から、私たち
が普段抱いているホームレスの人に対する思
い込みを考えます。また、身体に障害のある
女性の暮らしを通し、違いを受け入れること
の大切さを学びます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0842〕
■ 字幕版付き／解説書・ワークシート付き
■ 14 分　■ 2009 年

人権啓発教材　小学生向け

小学生のための人権パート２
大切なわたし　大切なあなた
人に大切にされることが人を大切にする心に
つながることを学びます。様々な人へのインタ
ビューを通し、自分を大切にし相手も大切に
するとはどういうことかを、子どもたち自身に
考えさせます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0845〕
■ 字幕版付き／解説書・ワークシート付き　■ 15 分　■ 2009 年
★ 文部科学省選定

人権啓発教材　小学生向け

小学生の人権学習シリーズ
「人権」ってなんだろう

子どもたちの生活シーンをミニドラマで提示
し、人権学習のケース・スタディを行います。
いじめや差別などの問題を、子どもたちが自
分自身の問題としてとらえ、行動を起こすため
のヒントとなる教材です。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0984〕
■ 指導の手引書付き　■ 14 分　■ 2004 年
★ 文部科学省選定

人権啓発教材　小学生向け

小学生の人権学習シリーズ
私の権利、みんなの権利
子どもの権利条約や意見表明権など、子ども
たちが自分の権利について学習するための、
ミニドラマ形式の教材です。指導の手引書に
従い、様々な人権学習の展開ができます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0985〕
■ 指導の手引書付き
■ 14 分　■ 2004 年

人権啓発教材

岸本誠の
目からウロコのＬＧＢＴ基礎講座
パートナーズ婚を提唱する岸本牧師が結婚式を務めた 3500 組の中
には LGBT のカップルも。リアルな体験例をもとに、基礎から現状、
さらには「これから」を分かりやすく丁寧に解説します。いま求めら
れる最新・最適・最強の LGBT テキストです。

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 32 分　■ 2017 年

■ DVD ２巻セット 110,000 円　㊫ 55,000 円　〔C#0848〕

なぜ差別は残るのか？ 部落問題を通して、その
原因から、解決への道をドキュメンタリーを通し
て探っていきます。自分のなかにある差別意識
を問うきっかけとなる作品です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3941〕
■ 字幕版付き／ワークシート付き
■ 24 分　■ 2010 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

私の中の差別意識
部落差別問題から考える

人権啓発ドキュメンタリー

私たちは食肉文化を享受しているのに、食肉処
理の過程は白紙のものとしています。この作品
は屠畜の現場を余すところなく記録し、食肉を
支えている人々の思いを伝えます。「食」、それ
は最も身近な人権問題なのです。
■ VHS 30,000 円　〔C#7171〕　DVD-R 版あり
■ 29 分　■ 2007 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

白紙のページ
食肉と私たちの矛盾

人権啓発ドキュメンタリー

社会教育 人権啓発

人
権
啓
発

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き　■ 31 分　■ 2011 年　★文部科学省選定

虎ハ眠ラズ 〜在日朝鮮人ハンセン病回復者・金泰九〜

人権啓発教材

【劇場公開版】■ 55 分　■ DVD 60,000 円〔C#7499〕字幕版付き
【教　材　版】■ 30 分　■ DVD 50,000 円〔C#7499〕字幕版付き
■ 2011 年　★文部科学省選定・厚生労働省推薦

モップと箒（ほうき） －大阪発の障がい者雇用－

人権啓発教材
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「合理的配慮」について、障害者の人権・差別
の観点から子どもにも分かりやすく解説し、お互
いが相手の違いを認め合い共に助け合っていく
ことの大切さを訴えます。
監修：文部科学省特別支援教育ネットワーク推進委員会 委員　藤堂栄子
■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の学校特別価格は小学校にのみ適用されます
■ 18 分　■ 2016 年　
★文部科学省特別選定・教育映像祭優秀作品賞

障害のある子 障害のない子
ちがいを認めて助け合おう

障害者の人権

様々な特性・症状を持った障害児たちが生き
生きと学校生活を送るために、どのような配
慮をすればよいか、具体例で示します。子ど
もたちに合理的配慮を身につけさせていくた
めには、まず指導者・保護者が、合理的配慮
を正しく理解する必要があるのです。
■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の学校特別価格は小学校・中学校・高校のみに適用されます
■ 20 分　■ 2016 年　★文部科学省選定

障害者の人権

合理的配慮の実践法
障害のある者、ない者が共に学ぶ

安心して暮らせる社会を築いていくためには、
健常者と障害者が助け合うことが重要です。
街で障害者に出会ったとき、どのように行動
したら良いのか、実際の場面を見ながら考え
ていきます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3113〕
■ 字幕版付き／解説書・チェックシート付き　■ 23 分　■ 2008 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

障害者の人権

障害のある人とのふれあいと人権
今まで声をかけられなかったあなたへ

障害者の人権

障害者福祉啓発ビデオ
みみをすます
聾のゆんみと聴導犬サミーが音楽と出会う旅
の物語。ゆんみは様々な出会いの中で、聾で
も心で音楽を表現できる事を知ります。障害
とは何かを問う福祉啓発作品。
出演：谷川俊太郎、ロバの音楽座ほか

■ DVD-R 90,000 円　㊫ 45,000 円　〔C#3639　字幕版 C#3640〕
■ 46 分　■ 2005 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3540〕
■ 字幕版付き
■ 25 分　■ 2015 年　
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

虐待というと激しい暴力を思い浮かべますが、必ずしもそ
うした行為ばかりではなく、日常の中で不適切な子育てを
繰り返せば虐待になり得ます。虐待の芽は日常生活に潜
み、誰もが虐待の当事者になる可能性があるとも言えます。
そうした観点に基づき、ドラマと専門家の解説を通して、
虐待を防ぐために私たちができることを描いていきます。
監修：社会福祉法人 子どもの虐待防止センター 理事　片倉昭子

人権啓発教材

防ごう 子どもの虐待
日常の子育てから考える

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3541〕
■ 字幕版付き
■ 28 分　■ 2015 年　
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

高齢化の進む現代社会において、親や年老いた夫・妻の
介護は多くの人にとって避けて通れない問題です。弱い立
場の高齢者を心ならずも虐待してしまうことは、誰にでも
起こり得ます。認知症の親の介護をする２つの事例をドラ
マで描き、どんな場面で虐待をしそうになるかを示すことで、
虐待を未然に防ぐにはどうすれば良いかを考えていきます。
監修：認知症介護研究・研修仙台センター センター長　加藤伸司

人権啓発教材

防ごう 高齢者虐待
日常の介護から考える

障害者の人権

ノーマライゼーションを考えるシリーズ
知的障害者　自立という選択
施設に暮らし自立を目指す知的障害者や
グループホームで暮す障害者、就労して
いる障害者、働きながら結婚生活を送っ
ている障害者たちやその周辺でフォロー
している人々を取材し、知的障害者との
共生の今を考えます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円
　〔C#3432　字幕版 C#3423〕
■ 22 分　■ 2004 年
★文部科学省選定

障害者の人権

ノーマライゼーションを考えるシリーズ
身体障害者　社会に向けて自分を発信する
パソコンを使って自宅で就労している身
体障害者や、障害者ならではの視点で会
社を経営している障害者、劇団を主宰す
ることで自分を発信している障害者に取
材し、身体障害者との共生の今をレポー
トします。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円
　〔C#3433　字幕版 C#3424〕
■ 22 分　■ 2004 年
★文部科学省選定

障害者の人権

ノーマライゼーションを考えるシリーズ
精神障害者　歪んだイメージを問い直す
精神障害者の 7 割を占める統合失調症を
中心に精神障害者の今を伝えます。23
年間入院していた精神病院を退院して自
活をはじめる人、精神障害者の就労の現
状、ピアサポート活動などを取り上げま
す。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円
　〔C#3434　字幕版 C#3425〕
■ 22 分　■ 2004 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

■ DVD-R ３巻セット180,000 円　㊫ 90,000 円
　〔C#3431　字幕版 C#3422〕

人権啓発社会教育

人
権
啓
発
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人権の歴史

シリーズ映像でみる人権の歴史
第１巻 東山文化を支えた「差別された人々」

銀閣寺や龍安寺の庭園などをつくったの
は、実は「河原者」であったという歴史
的事実。「河原者は差別を受けていたに
もかかわらず偉大な芸術家になった」と
いう事実を丁寧に描いた教材です。
監修：大阪市立大学特任教授 上杉聰
　　　鳥取環境大学教授 外川正明

■ DVD 66,000 円　㊫ 18,500 円　〔C#6595〕
■ 小学生版と中学生以上版を収録／解説書・指導案（PDF）付き
■ 小学生版 16 分／中学生以上版 16 分　■ 2014 年　　
★ 教育映像祭優秀作品賞

人権の歴史

シリーズ映像でみる人権の歴史
第２巻 江戸時代の身分制度と差別された人々

中世に始まった全ての身分が、居住地や
税制、戸籍などで身分を固定され、江戸
時代に「制度化」されたことを分かりやす
く解説し、積極的に新しい図式を提示し
ました。
監修：大阪市立大学特任教授 上杉聰
　　　鳥取環境大学教授 外川正明

■ DVD 66,000 円　㊫ 18,500 円　〔C#6596〕
■ 小学生版と中学生以上版を収録／解説書・指導案（PDF）付き
■ 小学生版 15 分／中学生以上版 15 分　■ 2014 年

人権の歴史

シリーズ映像でみる人権の歴史
第３巻 近代医学の基礎を築いた人々

江戸時代末の日本で発展した近代医学。
その礎を築いたのは、科学的に物事を見
つめた医師たちと、差別された身分の人々
でした。歴史的事実を通し、人として正
しい見方・生き方とは何かを問いかけます。
監修：大阪市立大学・関西大学講師 上杉聰
　　　公立鳥取環境大学教授 外川正明

■ DVD 66,000 円　㊫ 18,500 円　〔C#6597〕
■ 小学生版と中学生以上版を収録／解説書・指導案（PDF）付き
■ 小学生版 17 分／中学生以上版 17 分　■ 2015 年

人権の歴史

シリーズ映像でみる人権の歴史
第４巻 明治維新と賤民廃止令

明治維新の契機となった闘いには、差別
されていた人々も立ち上がりました。しか
しその後の「解放令」と呼ばれてきた布告
に「差別からの解放」という意図がなかっ
たのはなぜか。新たな視点で問いかけます。
監修：大阪市立大学・関西大学講師 上杉聰
　　　公立鳥取環境大学教授 外川正明

■ DVD 66,000 円　㊫ 18,500 円　〔C#6598〕
■ 小学生版と中学生以上版を収録／解説書・指導案（PDF）付き
■ 小学生版 18 分／中学生以上版 18 分　■ 2015 年

■ DVD 66,000 円　㊫ 18,500 円　〔C#6629〕
■ 小学生版と中学生以上版を収録／解説書・指導案（PDF）付き
■ 小学生版 18 分／中学生以上版 18 分　■ 2017 年

江戸時代末期、岡山藩では、被差別身分の人々にあから
さまな差別を行う厳しい御触れを出します。これに対し
藩内 53 ヶ村の人々は、のちに「渋染一揆」と呼ばれる
大規模な抵抗運動を起こしました。このＤＶＤでは、地
元の方々の協力を得て現地を取材。原典資料を詳細に分
析し、渋染一揆の経過を丁寧に追いかけました。人とし
ての尊厳をかけ、知恵と力を合わせて闘った人々から、
いま学ぶべきことは何かを問いかけます。
監修：大阪市立大学・関西大学講師　上杉聰
　　　公立鳥取環境大学教授　外川正明

人権の歴史

シリーズ映像でみる人権の歴史
第５巻 渋染一揆を闘いぬいた人々

■ DVD 66,000 円　㊫ 18,500 円　〔C#6630〕
■ 小学生版と中学生以上版を収録／解説書・指導案（PDF）付き
■ 小学生版 17 分／中学生以上版 17 分　■ 2017 年

このＤＶＤでは、日本国憲法がどのような経過を経て制
定されたのかを検証し、戦後初の男女同権による民主選
挙によって選出された国会議員たちが主体的に憲法制定
に取り組んだことを明らかにしました。だれひとりとし
て「差別されない」と明記された「日本国憲法」こそが
真の「解放令」であることを伝え、「差別を黙って見過
ごしてはならない」ことを、いま改めて憲法の意義とと
もに問いかけます。
監修：大阪市立大学・関西大学講師　上杉聰
　　　公立鳥取環境大学教授　外川正明

人権の歴史

シリーズ映像でみる人権の歴史
第６巻 日本国憲法と部落差別

部落差別は江戸時代の身分制度が原因
ではなく、中世から差別意識が続いてき
たことが分かってきました。中世以降な
ぜ部落が差別されるようになったのかを
検証し、差別の本質を考え、現代の差別
と向き合う姿勢を問います。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3568〕
■ 字幕版付き　■ 27 分　■ 2007 年　★ 教育映像祭優秀作品賞

人権の歴史

部落の歴史（中世〜江戸時代）
差別の源流を探る

解放令により制度としての部落はなくなり
ましたが、差別意識は解消されず、急速
な近代化と資本主義の発展の中、被差別
部落は持続しました。貧困や格差といっ
た今日的な問題を、近代の部落問題は孕
んでいるのです。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3569〕
■ 字幕版付き　■ 26 分　■ 2007 年

人権の歴史

部落の歴史（明治〜現代）
近代化が存続させた差別

■ DVD ２巻セット 110,000 円　㊫ 55,000 円　〔C#3570〕

社会教育 人権啓発

人
権
啓
発
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あした元気になあれ第３巻
　　27 分／ 2000 年

私からはじまる人権第９巻
　　27 分／ 2007 年

人の世に熱と光を第４巻
　　26 分／ 2001 年

えびす舞に思いをのせて第10巻
　　28 分／ 2007 年

私は変わることができる第29 巻
〜熱と光で生きる力を・西村敦郎〜 　　26 分／ 2016 年

峠を越えて第５巻
　　25 分／ 2003 年

あすなろを生きる第１１巻
野上早苗 　　　２７分／ 2009 年

差別を問うた 20 年／ 29 の証言第30 巻
30 分／ 2016 年

差別っていったい何やねん第６巻
　　30 分／ 2004 年

若い力は今第１２巻
吉岡綾 　　30 分／ 2009 年

更池の語り部・吉田小百合第１巻
　30 分／ 1998 年

母娘で問うた部落差別第１3 巻
坂田かおり・愛梨・瑠梨 　　30 分／ 2010 年

52歳の立場宣言 〜なかまがいれば人は変わる〜第20 巻
岡 潤爾 　　26 分／ 2012 年

人権感覚を磨きませんか第１4 巻
大湾昇 　　30 分／ 2010 年

結婚差別 400事例第21 巻
弘瀬喜代 　28 分／ 2013 年

夫婦で差別と闘います！第１5 巻
石井眞澄・千晶 　　30 分／ 2010 年

心の窓を拓いて第22 巻
明石一朗 　　30 分／ 2013 年

出会いから学ぶ第27 巻
〜しなやかな新世代・高田美樹〜 　29 分／ 2015 年

ドラゴン流 “人権とダンス ”第１6 巻
松本柳子 　　30 分／ 2011 年

歩 ( ふ ) の歩み 80 年第23 巻
山本栄子 　　　26 分／ 2013 年

夢のために第28 巻
〜闘い続ける家族・中山末男〜 　28 分／ 2015 年

仕事作りが私の仕事第１7 巻
植並鈴枝 　　25 分／ 2011 年

皮革 ( かわ ) から見える部落問題第24 巻
〜皮革研究家・柏葉嘉徳〜 　27 分／ 2014 年

無知を許さず 〜連続大量差別はがき事件〜第１8 巻
浦本 誉至史 　　30 分／ 2012 年

芸能と差別第25 巻
〜ひとり芝居・中西和久〜 　　23 分／ 2014 年

差別を許さない自分づくり 〜寝た子を起こして 30 年〜第１9 巻
長谷川サナエ 　　26 分／ 2012 年

生きた童話を届けたい第26 巻
〜猿まわし・筑豊大介〜 　　28 分／ 2014 年

人間の尊厳を求めて第７巻
　　25 分／ 2005 年

人の値うちを問う第２巻
　25 分／ 2000 年

ぬくもりを感じて第８巻
　　30 分／ 2007 年

人権啓発教材

部落の心を伝えたいシリーズ ■ DVD 各巻
　　　　　　第１巻 DVD　　 30,000 円 字幕無し
　　第２巻〜第10巻 DVD 各巻 50,000 円 字幕無し
　　第11巻〜第31巻 DVD 各巻 50,000 円 字幕版付き

■ DVD ボックス
　　第１巻〜第10巻 DVD ボックス 450,000 円 字幕無し
　　第11巻〜第20巻 DVD ボックス 450,000 円 字幕版付き

〔C#7499〕

第31巻　ありのまま生きる
 　 〜坂田愛梨・瑠梨〜

母から娘へ受け継がれる「ありのままに生きる覚悟」。十代の姉妹が
就職・結婚・出産を経て、今、伝えたいこととは？
愛梨（25）・瑠梨（24）、「伝えたいシリーズ」７年ぶり２度目の登場。

　　24 分／ 2017 年

人権啓発社会教育

人
権
啓
発
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2729〕
■ 字幕版付き
■ 20 分　■ 2017 年
★ 全日本交通安全協会推薦

自転車は運転免許がいらないため、交通ルールについて
よく理解しないまま乗っている人も少なくないようです。し
かし交通ルールを守らないで自転車に乗るのは事故のも
と。自転車を安全に乗るためには、交通ルールを守るこ
とが何よりも大切です。本作品は、成人の方を対象に、自
転車の交通ルールを、ドライブレコーダーや実際の事故
現場の映像、最新のＣＧ映像も交えながら、基本から分
かりやすく解説。事故に遭わない、事故を起こさないよう
に、安全意識の再確認を図っていきます。

大人の自転車交通安全
事故映像から学ぶ自転車の安全な乗り方

交通安全　自転車・歩行者

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2000〕
■ 字幕版付き
■ 20 分　■ 2017 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

中学生・高校生にとって、便利で楽しい自転車。しかし自
転車は乗り方次第では、大変危険なものになります。自
転車を安全に乗るためには、交通ルールを守ることが何よ
りも大切です。本作品では、ドライブレコーダーや実際の
事故現場の映像、最新のＣＧ映像も交えながら、中学生・
高校生を対象に自転車の交通ルールを分かりやすく解説
し、事故に遭わない、事故を起こさないための、自転車
の安全な乗り方を伝えていきます。

交通安全　自転車・歩行者

守ろう！ 自転車の交通ルール
中学生・高校生の自転車の安全な乗り方

交通安全　自転車・歩行者

「知らなかった」では すまされない
中学生・高校生のための自転車交通ルール

危険な自転車運転の結末は…。一瞬にし
て起きる悲劇を、これまでにない印象的
な再現映像で示し、交通ルールの大切さ
を中高生の心に深く刻みこみます。
平成 27 年 6 月に施行された自転車運転
者講習制度にも触れています。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 19 分　■ 2016 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全　自転車・歩行者

小学生の交通安全
道路にはどんな危険があるの？

「なぜ交通ルールを守らなければ危険な
のか」「道路のどんなところに危険が潜ん
でいるのか」など、その意味や理由を子
ども自身に考えさせ、気づかせ、理解を
深めることができます。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#7499〕
■ 19 分　■ 2012 年
★ 全日本交通安全協会推薦

子どもに多い「ながらスマホ」「ながらゲー
ム」の危険性を実験で検証しながら、正
しい交通ルールを確認し、「ながらスマホ」

「ながらゲーム」の防止を強く訴えます。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※本商品は小学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 17 分　■ 2016 年　
★日本交通安全教育普及協会推薦

交通安全　自転車・歩行者

スマホ・ケータイしながら大丈夫？
「ながら」の行動が交通事故へ

中高生に多く見られる「自転車スマホ」
は非常に危険です。自転車スマホによる
事故の事例を基に、その危険性を説明し、
自転車を安全に正しく乗るためのルール
を確認します。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※本商品は中学校・高校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 18 分　■ 2016 年
★日本交通安全教育普及協会推薦

交通安全　自転車・歩行者

その自転車の運転 危険です！
交通事故を検証する

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 付録／危険予測学習用動画コンテンツ（約１分 × ６本）を収録
■ 20 分＋付録６分　■ 2017 年
★文部科学省選定

ある晩、ボクの部屋に突然現れた黒ずくめのおじさん。ど
ういうわけだか、二人で自転車の交通ルールを勉強するこ
とに…。明日ボクが事故に遭うってどういうこと？ おじさ
んホントは誰なの…？ ちょっぴりミステリアスなドラマを
通して、自転車の正しい乗り方、ルールを守ることの大切
さを学んでいく、小学生向けの自転車交通安全教材です。
ドラマ本編のほかに、危険予測学習に便利なショートコ
ンテンツ（約 1 分）を６タイトル収録しています。
監修：全国学校安全教育研究会 顧問・鎌倉女子大学 講師　矢崎良明

交通安全　自転車・歩行者

あの時  『ボク』は 自転車で…

交
通
安
全

社会教育　交通安全
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交通安全　自転車・歩行者

ドライブレコーダーは見た ! シリーズ
自転車の交通ルールを覚えよう　小学生の交通安全
大好評「ドライブレコーダーは見た！シリーズ」
最新作！小学生を対象に交通ルールと正しい
乗り方がなぜ大切なのかを、ドライブレコー
ダーの映像を交えながら分かりやすく解説し
ます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#6959〕
■ 15 分　■ 2012 年
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

交通安全　自転車・歩行者

ドライブレコーダーは見た ! シリーズ
あなたの乗り方、大丈夫 !?　中学生の自転車交通ルール
中学生を対象に「自転車安全利用五則」を分
かりやすく解説。ドライブレコーダーが収録し
た衝撃的な映像を通じて、視聴者に交通事故
を疑似体験させながら、加害者になる例や刑
事上・民事上の責任も紹介し、自転車の安全
利用の重要さを訴えます。
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#6960〕
■ 16 分　■ 2012 年
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

交通安全　自転車・歩行者

こんなときが危ない！
小学生のための自転車安全教室
事故場面をスタントで再現し子どもたちに見せ
るスケアード・ストレイト方式の交通安全教育
が高い効果をあげています。このＤＶＤでは、
典型的な自転車事故場面をスタントで再現し、
事故の怖さを実感させるとともに、事故に遭わ
ないためのポイントを分かりやすく示します。
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 17 分　■ 2012 年
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全　自転車・歩行者

ケース・スタディ
中学生の自転車事故
安全不確認による事故、交差点での事故など、
中学生に多い自転車事故の典型例を取り上げ、
スタントで事故を再現。事故の恐ろしさを深く
印象付けるとともに、事故の原因を分かりや
すく解説し、事故に遭わない、起こさないた
めの安全ポイントを明らかにしていきます。
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 18 分　■ 2012 年
★ 全日本交通安全協会推薦

新しい自転車の交通ルール
魔法国からの使者
自転車の関連する交通事故は、全事故件数の約
2 割を占めています。平成 20 年に施行された、
新しい自転車の交通ルールを子どもたちにわか
りやすく解説します。

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 50,000 円
■ 15 分　■ 2011 年　
★文部科学省選定

交通安全　自転車・歩行者 交通安全　自転車・歩行者

なぜ？ どうして？ から考える
小学生の自転車の安全な乗り方
小学生の自転車安全のためには「なぜ危険な
のか」「どうしたら安全なのか」を子どもたち
自身に理解させることが大切です。子どもたち
に質問を投げかけ、考えさせることで理解を
うながす交通安全ビデオです。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1617〕
■ 16 分　■ 2010 年
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

交通違反しない、事故を起こさない、事故
に遭わないために、自転車の交通ルールとマ
ナー、正しい乗り方や安全な運転の方法を身
近な交通シーンの中で解説。中学生の自転車
通学指導に最適です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#6679〕
■ 20 分　■ 2009 年
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

交通安全　自転車・歩行者

ストップ！ 自転車の危険運転
中学生の事故を防ぐ

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 16 分　■ 2014 年
★ 全日本交通安全協会推薦

自転車の交通ルール、知ってるようでよく知らない。だけ
ど今さら人には聞けない……そんなオトナの皆さん必見！ 
基本の基本から学びなおすための自転車交通安全教材で
す。自転車安全利用五則をベースに、とくに重要な項目に
絞って、安全な自転車の乗り方を簡潔に分かりやすく解説
します。

交通安全　自転車・歩行者

オトナのための自転車教室
ルールの基本を再チェック！

交通安全　自転車・歩行者

小学生の危険予測学習シリーズ
クイズ！ 危険をさがせ　自転車に乗るとき
クイズ形式で学ぶ自転車交通安全の危険予測
トレーニング教材です。楽しいアニメで興味
を惹きつけながら、危険な交通状況を示す場
面では子どもの目線から見た実写映像を多用。
より実践的な危険予測能力を高めます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 17 分　■ 2013 年
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全　自転車・歩行者

小学生の危険予測学習シリーズ
クイズ！ 危険をさがせ　道路を歩くとき
小学校低学年向けの危険予測トレーニング教
材。人体模型のジンタ君と一緒に道路の安全
な歩き方を学んでいきます。
・見通しの悪い交差点での危険
・停車車両の間の横断の危険
・信号のある交差点での危険
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 15 分　■ 2013 年
★ 全日本交通安全協会推薦

自転車も車両。安全利用五則の内容と根拠を示
し、ヘルメット着用の必要性、実写の事故映像
と予防法（かもしれないと思いやり運転）、ドイツ・
オランダの自転車交通事情などを紹介します。

■ DVD 60,000 円　〔C#7499〕　字幕版付き
■ VHS 60,000 円　字幕版あり
■ 21 分　■ 2008 年
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

自転車も車両です
交通安全への意識改革

交通安全　自転車・歩行者

交通安全社会教育

交
通
安
全
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※ 制作中につき、内容・価格等が変更となる場合があります
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円（予価）　〔C#3008〕
■ 14 分（予定）　■ 2018 年 5 月発売予定
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全アニメーション

三びきの子ぶたの交通安全

三びきの子ぶたの兄妹、ブータロウ・ブージロウ・ブーコが
登場する、幼児・小学生 ( 低学年 ) 向けの交通安全アニメー
ション教材です。子ぶたの兄妹が、入院しているお母さんの
所に行くために、道路の歩き方や、横断歩道の渡り方、踏み
切りの通り方などを、うさぎ先生に教えてもらいながら学ん
でいきます。子供達が可愛い子ぶたのキャラクター達と一緒
に、交通ルールを守ることの大切さを楽しく学べる作品です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3000〕
■ 14 分　■ 2016 年
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

交通安全アニメーション

三太郎とかぐや姫の交通安全

幼児・小学生（低学年）向けの交通安全アニメーションです。
うっかり玉手箱を開けてタイムスリップした浦島太郎・桃太
郎・金太郎・かぐや姫の４人。気がつけばそこは車やバイ
クが行き交う現在の日本でした。もとの世界に戻るには乙
姫様のいるレストラン竜宮まで歩いて行かなければいけま
せん。４人はその道中で、道路の歩き方や横断歩道の渡り
方、飛び出しは絶対にダメということを学んでいきます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3385〕
■ 12 分　■ 2015 年
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

交通安全アニメーション

忍者玉丸 ルールを守って交通安全 !! の巻

幼児・小学生（低学年）向けの交通安全アニメーション教
材です。500 年前の世界から、現代にタイムスリップした
忍者玉丸たちが、敵の忍者から虎の巻を取り返そうとする
ストーリーの中で、道路の歩き方や、横断歩道の渡り方を
学んでいきます。交通ルールを守ることの大切さを、子ど
もたちが楽しく学べる作品です。

Ⓒトマソン／ピーターパン・クリエイション

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2558〕
■ 14 分　■ 2014 年
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

交通安全アニメーション

赤ずきんちゃんと学ぼう！ 交通ルール

名作童話のヒロイン「赤ずきんちゃん」が主人公の交通安
全アニメーション教材です。「赤ずきんちゃん」がおばあちゃ
んの家に行く途中で、道路の歩き方や、横断歩道の渡り方
などを学んでいきます。子どもたちに、歩行者として守る
べき交通ルールの基本を、分かりやすく解説していきます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7172〕
■ 13 分　■ 2013 年
★ 全日本交通安全協会推薦

テレビでおなじみ「はなかっぱ」の仲間たちと楽しく交通
ルールを学んでいく、幼児～小学生低学年向けの交通安
全教材アニメーションです。
・飛び出しの危険 ・信号のある横断歩道のわたり方
・信号のない横断歩道のわたり方 ・道路で遊ばないこと
・歩道や路側帯の歩き方 ・雨の日の交通安全

Ⓒ 2010 あきやまただし／はなかっぱプロジェクト

交通安全アニメーション

はなかっぱの交通安全
ケーキを求めて右・左・右

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の学校特別価格は幼稚園・小学校にのみ適用されます
■ 14 分　■ 2016 年
★ 全日本交通安全協会推薦

子どもの自転車事故の主な原因は、飛び出しや急な進路
変更、交差点で一時停止をしなかったことなどです。この
ＤＶＤは、幼児・小学生を対象に、児童書やアニメ番組で
人気の「ズッコケ三人組」のキャラクターとともに「自転車
は車の仲間」「道路で自転車の走れるところ」「横断歩道
の渡り方」「交差点の渡り方」など、自転車の交通ルール
やマナーを正しく身につけていく教材です。

交通安全アニメーション

ズッコケ三人組の自転車教室
安全な乗り方を身につけようの巻

社会教育 交通安全

交
通
安
全
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こんちゃん、そうちゃん、としちゃんの
仲良し「町内新撰組」の三人が、遠くの
動物園へ行く中で、交通ルールを学んで
いきます。横断歩道の渡り方や、信号機
の見方など大切なルールを楽しく知って、
学べる作品です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 13 分　■ 2013 年
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全アニメーション

町内新撰組
おたすけ組めざし隊の交通安全
交通ルールを守って　めざせ！動物園！

交通安全アニメーション

とびだしはあぶないぞ！
むしむし村の交通安全

子どもたちになじみの深い虫たちがキャラ
クターになって登場する、明るく楽しいス
トーリーの中で、歩行者として守るべき交
通ルールの基本を分かりやすく解説して
いきます。幼児の交通事故の多くが飛出
しであることを考慮し、特に飛出し防止に
関して重点を置いた内容となっています。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3709〕
■ 12 分　■ 2012 年
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

「アラジンと魔法のランプ」のキャラクター
を使い、道路の歩き方や信号機のない横
断歩道の渡り方、交通標識の意味や電車
の踏み切りの渡り方などを楽しく学べる
構成となっています。子どもたちが交通事
故に遭わない、起こさないためにも、交
通ルールを守ることの大切さを示します。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2553〕
■ 12 分　■ 2011 年
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

交通安全アニメーション

アラジンと魔法のランプの交通安全
絵本やテレビでおなじみの「まめうしくん」
が登場する、楽しく学べる交通安全アニ
メです。宝さがしの道中で、安全な道路
の歩き方や横断歩道のわたり方、信号に
ついてなど交通ルールの基本を学んでい
きます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3702〕
■ 12 分　■ 2009 年
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全アニメーション

まめうしくんの交通安全
宝さがしの旅だっし

みんなが知っている民話『うさぎと亀』
が楽しい交通アニメになりました。交通
ルールとは何か、なぜ交通ルールを守ら
なければならないかがしっかりとわかる
構成となっています。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2613〕
■ 13 分　■ 2008 年
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全アニメーション

うさぎと亀の交通安全

お馴染みの人気者、孫悟空とその仲間た
ちが、師匠の三蔵法師と一緒に、楽しく
交通ルールを学ぶビデオです。クイズで
修行をしながら、道路の歩き方や信号、
横断歩道の渡り方などを勉強します。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1162〕
■ 13 分　■ 2005 年
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全アニメーション

孫悟空の交通ルール　修行中

「オズの魔法使い」のキャラクターを使っ
た楽しい交通安全教材です。大人から子
どもまで親しまれているオズの魔法使い
の世界を楽しみながら、交通安全が身に
つく作品です。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0242〕
■ 12 分　■ 2007 年
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全アニメーション

オズの魔法使いの交通安全の旅

子ども達も、塾や習い事など、暗い夜道を歩か
なければならない事が多いのが現状です。ユリ
ちゃん一家は、自分達の体験を元に、夜の交通
事故から命を守る工夫を考えます。

■ DVD 50,000 円　㊫ 25,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 50,000 円　㊫ 25,000 円
■ 15 分　■ 2010 年
★ 全日本交通安全協会推薦

暗やみは危険がいっぱい
交通安全アニメーション

子どもの自転車事故の特徴から見た、自転車走
行の危険性を訴えます。子どもたちが楽しみな
がら、自然に自転車の交通ルールを学べるアニ
メーションです。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 65,000 円　㊫ 33,000 円
※この商品の学校特別価格は大学には適用されません
■ 15 分　■ 2009 年
★ 全日本交通安全協会推薦・教育映像祭優秀作品賞

サル太郎　ヘルメットはかぶってね
自転車にのるときのやくそく

交通安全アニメーション

チャイルドシートを着用しない恐さや、車のそば
で遊んだり車の陰から飛び出したりすると交通
事故にあう危険があることを、子どもたちに分か
りやすく描いたアニメーションです。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 65,000 円　㊫ 33,000 円
※この商品の学校特別価格は大学には適用されません
■ 15 分　■ 2009 年
★ 全日本交通安全協会推薦

ケンタとニャンタのクルマ大好き！
チャイルドシートはカチッとね

交通安全アニメーション

交通安全社会教育

交
通
安
全
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救急隊とともに 24 時間態勢で事故現場
を取材し、実際の事故の様子を通してそ
の原因を探ります。また、実験や体験テ
ストなども行い、未然に事故を防ぐため
にどうすれば良いのか、実証的に考えて
いきます。
監修：早稲田大学人間科学学術院 教授　石田敏郎

■ DVD 70,000 円　㊫ 35,000 円　〔C#3098〕
■ 字幕版付き
■ 27 分　■ 2015 年
★ 全日本交通安全協会推薦・教育映像祭優秀作品賞

交通安全　ドライバー向け

事故映像と実験に学ぶ　安全運転講座
※この作品は「事故映像と実験に学ぶ 安
全運転講座」を再編集し、優良ドライバー
講習などに適した短縮バージョンとして
構成したものです。

■ DVD 50,000 円　㊫ 25,000 円　〔C#3100〕
■ 字幕版付き
■ 15 分　■ 2015 年
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全　ドライバー向け

事故映像に学ぶ　安全運転講座

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 19 分　■ 2017 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

近年、交通死亡事故のうち多くの割合を占めるのが、横
断中の歩行者に車が衝突する事故です。このＤＶＤでは、
横断歩行者事故はどんな交通状況に多いのか、事故を防
ぐにはどうすれば良いのかを、危険予測のスタイルで分か
りやすく解説します。新たな撮影手法・ＣＧ技術を用いた、
より実際の運転感覚に近い映像で、一層の現実感を伴っ
た理解ができます。明るく軽妙なストーリーの中で、安全
運転のすべを自然と身につけることのできる、ドライバー
向けの交通安全教材です。

危ない！ そこに歩行者が！
横断歩行者事故を防ぐ危険予測

交通安全　ドライバー向け

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2971〕
■ 字幕版付き
■ 18 分　■ 2017 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

交通事故はどうすれば防ぐことができるのか？ 本作品で
は、２４時間体制で取材した交通事故の現場映像、ドラ
イブレコーダーが捉えた事故の瞬間の映像、および最新
のＣＧ映像を交えて、安全運転のポイントを検証していき
ます。事故事例として特に多い、追突事故・出会い頭の事
故・右左折時の事故について、それぞれ気を付けるべきと
ころを解説していきます。また、実際に事故を起こしたド
ライバーが、反省と後悔の念を語ったインタビュー映像も
取り入れ、事故を防ぐポイントを学んでいきます。

交通事故は防げる！
事故映像から検証する安全運転のポイント

交通安全　ドライバー向け

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#6961〕
■ 字幕版付き
■ 15 分　■ 2017 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

安全運転の基本は交通ルールを守ることです。しかし、
交通ルールは知っているはずなのに、現実に事故は起
きています。なぜでしょうか…。そこには、ドライバー
の “こころの持ち方 ” が深く関わっているのです。このＤＶ
Ｄでは、様々な事故の状況が刻み込まれたドライブレコー
ダーの映像と、その再現映像をもとに、ドライバーの心理
に着目しつつ危険回避の方法を探ります。解説は、日本
交通心理学会・主任交通心理士の島崎敢さん。ドライバー
が陥りやすい危険を指摘しながら、危険回避のポイントを
具体的に解き明かします。

交通安全　ドライバー向け

ドライブレコーダーは見た！
ドライバー心理から考える安全運転

統計データをもとに、多発する事故のパ
ターンをひもとき、ドライブレコーダーに
よる実際の事故映像を検証しながら、事
故のリスクを減らすために注意すべきポイ
ントを紹介します。夜間の走行時におけ
る歩行者との事故のリスクとその対策に
ついて学ぶ交通安全教材です。

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 20 分　■ 2017 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全　ドライバー向け

点
と

灯
も

せ！ 心のヘッドライト
歩行者との交通事故を防ぐ運転の心得

交通事故を起こさないためには、交通ルールを
厳守し、常に危険を予測・対処できる運転行動
を身につけることです。本作品では、ドラレコ映
像から事故に繋がりやすい状況を抽出し、危険
に備えた運転行動を具体的に提示します。

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 20 分　■ 2017 年
★ 全日本交通安全協会推薦

事故を起こさないための運転行動
ドライブレコーダー映像から考える

交通安全　ドライバー向け

社会教育 交通安全

交
通
安
全
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３人の登場人物が、交代で車を運転しな
がら目的地に着くまでの姿をロードムー
ビー風に描きます。道中の様々なヒヤリ
ハット場面をもとに、安全運転のアドバイ
ザー “Dr. ドライブ ” が視聴者に正しい運
転の仕方や安全運転５則などの交通ルー
ルを示していきます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7353〕
■ 19 分　■ 2013 年
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全　ドライバー向け

無事故でＧＯ！ セイフティ・ドライブのポイント
慣れと油断が事故を招く

多発する交通事故。その多くはドライバー
が防ぐことができたものです。人が自ら
招く危険をドラマと事故映像（ドライブレ
コーダー）で構成し、交通事故の恐ろし
さを伝えます。そして交通事故を防ぐた
めの安全運転の 4 つの法則をわかりやす
く解説します。

■【22分版】DVD 70,000 円　㊫ 35,000 円　〔C#3703〕
■【15分版】DVD 50,000 円　㊫ 25,000 円　〔C#3706〕
■字幕版付き　■ 2010 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全　ドライバー向け

無事故の法則
車を凶器にしないために 【22分版／ 15分版】

現在でも飲酒運転を原因とした悲惨な交
通事故は後を絶ちません。交通事故を起
こしてしまった加害者と、突然の事故の
被害に遭ってしまった被害者、そしてその
家族や職場も含めた周囲に起こる悲劇を
丹念に描いたドラマ形式の教材です。
出演：千原せいじ　ほか

■ DVD 90,000 円　㊫ 45,000 円　〔C#2728〕
■ 字幕版付き
■ 28 分　■ 2014 年
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

交通安全　ドライバー向け

終わりなき悔恨
〜飲酒運転の果てに〜

基本的な安全運転の方法だけでなく、高
齢ドライバーの特性を知ることや、事故
発生時の救急救護について、その重要性
に触れます。なおかつ交通事故の悲惨さ
を視聴者の心に訴えかけ、安全運転の大
切さを強く印象づけるドラマ形式の教材
です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3759〕
■ 22 分　■ 2012 年
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全　ドライバー向け

もしやり直せるなら…
グッドドライバーへの道

様々な交通状況で表れる危険な心との葛
藤をありがちな 4 つの事例を通して表現
しています。また平成 19 年施行改正道
路交通法の悪質・危険運転者対策にも言
及しています。

■【23分版】DVD 70,000 円　㊫ 35,000 円　〔C#2820〕
■【16分版】DVD 50,000 円　㊫ 25,000 円　〔C#2821〕
■字幕版付き　■ 2008 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全　ドライバー向け

危険な心が事故を呼ぶ
汝 我が心の悪魔の囁きに耳を傾けるなかれ 【23分版／ 16分版】

飲酒運転による交通事故が周囲の人々を
悲しみと苦しみに突き落とす様子を重厚
なドラマで描きます。死亡事故を起こし
た加害者とその家族、そして被害者の家
族ばかりでなく、加害者が勤務する会社
の社会的責任までをも描いていきます。
出演：宅麻伸、遠藤久美子ほか

■ DVD 90,000 円　㊫ 45,000 円　〔C#3510〕
■ 字幕版付き
■ 27 分　■ 2007 年
★ 全日本交通安全協会推薦・教育映像祭優秀作品賞

交通安全　ドライバー向け

飲酒運転　悲劇の連環

※ 制作中につき、内容・価格等が変更となる場合があります
■ DVD 90,000 円　㊫ 45,000 円（予価）　〔C#2824〕
■ 字幕版付き
■ 26 分（予定）　■ 2018 年 6 月発売予定

飲酒運転による交通事故は、多くの人から、存在したはず
の幸せな未来を奪い去ります。そしてその魔の手は、被害
者とその遺族、加害者本人にとどまらず、加害者の家族や、
加害者の勤務する会社とその従業員など、いたるところに
まで及びます。たった一つの過ちが、主人公だけでなく周
囲の人々をも不幸のどん底に陥れていく様を、ドラマ形式
でまざまざと描いたドライバー向け交通安全教材です。
出演：矢柴俊博 ほか

切り裂かれた未来
〜飲酒運転の代償〜

交通安全　ドライバー向け

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 17 分　■ 2015 年
★ 全日本交通安全協会推薦

近年、交通事故死者数のうち最も多くの割合を占めるの
が歩行者です。交通事故被害の低減のためには、歩行者
事故を防ぐことが重要になっています。歩行者事故を起こ
さないためにはどうすれば良いのか、ドライバーの立場か
ら安全運転のポイントを探っていきます。
・漫然脇見運転の危険 ～直進時に起きる歩行者事故～
・安全不確認の危険 ～交差点での歩行者事故～
・気をつけて！ 夜間、右からの横断歩行者
・高齢歩行者に配慮した運転

歩行者事故を起こさない運転
ドライバーのためのチェックポイント

交通安全　ドライバー向け

交通安全社会教育

交
通
安
全
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死亡事故は減少傾向にありますが、それでも悲
惨な交通事故は毎日起きています。命は取り留
めたものの重い障害に一生苦しむ方々も後を絶
ちません。この作品では、危険を予測し回避す
る能力を確かなものにする方法を、実際に起き
た事故の映像から学んでいきます。

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 本編 25 分＋短縮版 15 分　■ 2014 年　
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

交通安全　ドライバー向け

危険を予測・回避するポイント
命はひとつ！

スマートフォンや携帯電話を操作しながら自動車
を運転する、「運転スマホ」による交通事故が近
年増加しています。その危険性を、実験と専門
家の解説でわかりやすく示します。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 15 分／ 19 分　※メニュー画面で選択可
■ 2016 年　
★日本交通安全教育普及協会推薦

危険！ 自動車運転中のスマホ
事故発生のメカニズム

交通安全　ドライバー向け

実際に事故を起こした四人のドライバーがその
体験を語ってくれました。出会い頭事故。その
他の事故現場映像も加えて、事故体験者の失敗
から事故防止のポイントを学びます。
監修・指導：（一社）日本交通科学学会顧問
　              日本大学名誉教授（医学博士） 大久保堯夫

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 本編 26 分＋短縮版 15 分　■ 2015 年　
★文部科学省選定

注意一秒　怪我一生
交通安全　ドライバー向け

業務中に従業員が交通事故を起こした場合に負
わなくてはならない個人の責任と企業の責任や
損失について、ドラマを交え、分かりやすく解説
します。
監修：日本大学通信教育部長・法学部教授
　　　自動車損害賠償責任保険審議会委員　福田弥夫

■ DVD 66,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 22 分　■ 2014 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

従業員の交通事故と企業リスク
交通安全　事業所向け

■ DVD 80,000 円　㊫ 40,000 円　〔C#3370〕
■ 計 60 分　■ 2011 年
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全　ドライバー向け

ドライバーのための安全運転の基礎知識
ドライバー向け講習で扱われる内容を、13 のテーマに分けて１枚のＤＶＤに
収録。講習の内容に沿って必要なテーマの映像だけを上映することができます。
それぞれの映像は大切な項目に絞って約 5 分とコンパクトにまとめられてい
るので、限られた講習の時間を、より有効に活用することができます。
※とくに基本的な内容のチャプター1 ～ 5 については、連続して再生し、
　22 分の通常の交通安全教材として上映することが可能です。

チャプター①　かならず守ろう安全速度
チャプター②　カーブでの安全走行
チャプター③　横断歩行者の安全を守る
チャプター④　交差点での安全走行
チャプター⑤　飲酒運転は絶対しない！
チャプター⑥　夜間の安全運転
チャプター⑦　高速道路での安全運転
チャプター⑧　冬道の安全運転
チャプター⑨　危険を予測する運転
チャプター⑩　身体機能と運転
チャプター⑪　年齢と運転の特性
チャプター⑫　やっていますか？車の点検
チャプター⑬　シートベルトとチャイルドシート

社会教育 交通安全

交
通
安
全

交通事故で家族を失った人々の悲しみと苦しみ
を描き、ドライバーの誰もが一瞬の不注意によっ
て事故の加害者となってしまう恐ろしさを訴えか
けます。
出演：渡辺いっけい、前田耕陽ほか

■ DVD 90,000 円　㊫ 45,000 円　〔C#2961〕
■ 字幕版付き
■ 24 分　■ 2006 年
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全　ドライバー向け

交通捜査官　三浦哲夫
ある死亡事故の報告

アルコールが運転にどのような影響を与えるか、
再現ドラマを交え、CG、実験で明らかにします。
特に「酒気残り」が運転に与える影響に注目し、
体内のアルコール残量とドライバー本人の酔いの
感覚とに大きなズレがあることを検証します。

■ DVD 66,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 21 分　■ 2016 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

絶対にダメ！ 飲酒運転
「しない！」「させない！」「許さない！」

交通安全　ドライバー向け
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全事故における重傷者数で最も多いのがバイク
乗車中の事故。事故の際、身体に直接ダメージ
を受けやすいバイク。バイクを運転する上で注意
すべき点を実際に起きた事故から学びます。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き　■ 23 分　■ 2013 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全　ドライバー向け

原付・二輪車ライダーへ
防ごう！ バイク事故　事故に学ぶ安全運転のポイント

交通安全社会教育

交
通
安
全

運転者から見えない死角にはどのようなものが
あるか、事故事例を検証しながら、危険予測と
回避の方法を具体的に解説します。24 分版と
15 分版があります。

■【24分版】DVD 70,000 円　〔C#7499〕
■【15分版】DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き　■ 2013 年
★ 全日本交通安全協会推薦

死角に潜む危険
事故事例に学ぶ危険予測・危険回避 【24 分版／ 15 分版】

交通安全　ドライバー向け

多発している子ども、高齢者、自転車の事故は、
これらの行動特性を知ることで、的確な危険回
避が可能となります。事故事例を検証しながら、
安全運転のポイントを解説します。

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 22 分　■ 2014 年
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全　ドライバー向け

子ども、高齢者、自転車
相手の動きを予測し危険を回避する！

このビデオでは、交通ルールを守り、安全運転
を心がけなければ、誰もが加害者、被害者のど
ちらにも成りうることをドラマを通して警告して
います。

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 27 分　■ 2013 年
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

償いの十字架
交通安全　ドライバー向け

自分の運転は安全だ…ドライバーなら誰しもそ
う思う。しかし実際はどうだろう？　一般ドライ
バーを 5 台のカメラで観察・分析し、運転時に
注意すべきポイントを解説します。

■ DVD 70,000 円　㊫ 35,000 円　〔C#7499〕
■ 本編 25 分＋短縮版 15 分　■ 2013 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

あなたの運転 再チェック！
危険です、しているつもりの安全運転

交通安全　ドライバー向け

交通事故を誘発するドライバーの性格や特徴を
タイプ別に明らかにし、どうしたら自らの欠点を
補い、事故を未然に防げるかを分かりやすく解
説します。

■ DVD 66,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 21 分　■ 2012 年

セルフコントロールで事故防止！
運転適性と交通事故

交通安全　ドライバー向け

全交通事故の半数以上が交差点付近で発生して
います。実際の交差点事故の貴重な映像をもと
に事故原因を探り、交差点事故を防ぐために注
意すべきポイントを紹介します。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 21 分　■ 2012 年
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

どう防ぐ交差点事故
事故現場に学ぶ

交通安全　ドライバー向け

交通事故で一命を取り留めても重い後遺症が残
る人、日々介護に追われる家族がいます。被害
者とその家族の取材を通じ、交通事故がもたら
す悲惨な実態を明らかにし、全てのドライバーに
安全運転を強く促します。

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 22 分　■ 2012 年
★文部科学省選定

交通事故の悲劇は続く
重い後遺症を抱えた被害者と家族の苦しみ

交通安全　ドライバー向け

交通事故によって夢を奪われた家族への取材を
通じ、視聴者に事故の悲惨さを今一度考えても
らい、安全運転の重要性を訴えます。さらに、
ドライブレコーダーが捉えた事故映像をもとに、
事故を防ぐためのポイントを解説していきます。

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕　字幕版付き
■ VHS 70,000 円　字幕版あり
■ 24 分　■ 2011 年　
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

奪われた夢
危険への想像力で事故を防ぐ

交通安全　ドライバー向け

ドライバーの不注意によって起きた死亡
事故で突然一家の大黒柱を失った一人の
母親。絶望の淵から必死に立ち上がろう
とする若い母親と幼子の姿を、ドラマで
感動的に描きます。

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き　■ 30 分　■ 2012 年　
★ 埼玉県交通安全協会推薦・文部科学省選定

交通安全　ドライバー向け

パパは風になった
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事故を減らし企業イメージを上げる
ドライブマナー
企業評価、業務遂行における安全運転の重要性
を理解させるとともに、安全運転の基本と「ま
わりに配慮した運転とは何か？」を伝えます。仕
事で車を使う全従業員・職員向けの、新しい切
り口の交通安全指導教材です。
■ DVD 80,000 円　〔C#7499〕
■ 45 分　■ 2010 年　

交通安全　事業所向け

飲酒運転で死亡事故を起こした加害者のみなら
ず、一緒に飲酒をした友人や飲食店の店主等、
周辺者の責任も描き、飲酒運転はしてもさせて
もならないと訴えます。　
出演：布川敏和 ほか
■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕　字幕版付き
■ VHS 70,000 円　字幕版あり
■ 23 分　■ 2010 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

飲酒運転 許されない犯罪
交通安全　ドライバー向け

プロドライバーたちの交通事故防止の極意を紹
介し、一般ドライバーの安全運転に役立てても
らい、交通事故をさらに減らす一助となることを
目指した作品です。

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕　字幕版付き
■ VHS 70,000 円　字幕版あり
■ 23 分　■ 2010 年　
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

もっと減らせる！ 交通事故
プロに学ぶ安全運転

交通安全　ドライバー向け

実際の事故を捉えたドライビングレコーダーの
映像や、事故の再現映像を織り交ぜ、交通事故
が多発する様々な交通場面を走行しながら、そ
の場面に応じた、自動車の安全運転のポイント
を検証していきます。
■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕　字幕版付き
■ VHS 65,000 円　字幕版あり
■ 19 分　■ 2011 年　
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

一秒のミス 心のミス
危険予測と安全確認

交通安全　ドライバー向け

実際のドライブレコーダーの映像を検証し、事
故の原因を探り、事故を未然に防ぐ ｢危険予測｣
の技術を会得できるように描いています。

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕　字幕版付き
■ VHS 70,000 円　字幕版あり
■ 23 分　■ 2011 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

ドライブレコーダーの証言
危険予測を学ぶ

交通安全　ドライバー向け

夜間 ･ 雨天等悪条件下では、情報がとりにくい
上に、特有の危険要因が加わり、重大事故にな
りやすいのです。こうした特性を検証しながら、
安全運転の方法を解説します。

■ DVD 60,000 円　〔C#7499〕　字幕版付き
■ VHS 60,000 円　字幕版あり
■ 21 分　■ 2009 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

夜間・雨天時に潜む危険
その特性と安全運転のポイント

交通安全　ドライバー向け

命のかけがえのなさ、安全運転には先ず集中、
それを阻む気の緩み、焦り・怒り、過信を戒めルー
ル遵守と他者配慮。これらを生々しい事故映像、
遺族の哀しみと共に記録しました。

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕　字幕版付き
■ VHS 70,000 円
■ 26 分　■ 2009 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

こころが大切 安全運転
交通事故ゼロへの願い

交通安全　ドライバー向け

冬道を安全に走ろう
圧雪路と凍結路
北海道と東北４県でロケを行い、刻々と変化す
る冬道の状況を運転者の視点で記録しました。
それぞれの状況下での、安全運転のための心構
えと対応方法を示していきます。

■ DVD 56,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 56,000 円
■ 16 分　■ 2003 年

交通安全　ドライバー向け

交通事故は単なる偶然の産物ではなく、起こる
べくして起こる科学的な理由が潜んでいます。徹
底的に交通事故を科学する方法で、その原因を
解明していきます。
ナビゲーター：中島史恵
■ DVD-R 70,000 円　㊫ 35,000 円
　〔C#6452　字幕版 C#6453〕
■ 26 分　■ 2005 年　
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

交通事故を科学せよ！
交通事故を防止するために

交通安全　ドライバー向け

ヒューマン・エラーを起こす背景にスポットを当
て、ドライバーの怒り、焦り、急ぎ、慣れ、甘
えがどうして事故に結びつくのか、事例を紹介
しながら検証していきます。
出演：小林綾子
■ DVD-R 70,000 円 ㊫ 35,000 円 〔C#3409〕
■ 29 分　■ 2004 年　
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

なぜ起きる 命にかかわる交通事故
なくせ ヒューマン・エラー

交通安全　ドライバー向け

交通安全　ドライバー向け

安全への条件
断て!! 思い込み運転
コミュニケーションギャップが事故を呼ぶ
様々な人間関係の場面に例えて寸劇などを挿入
しています。視聴者が楽しみながら自然に交通
コミュニケーションの大切さに気づくことができ
る内容です。
■ DVD-R 70,000 円　㊫ 35,000 円
　〔C#3249　字幕版 C#3250〕
■ 24 分　■ 2004 年　
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

ちょっとした気の緩みから起こした交通死亡
事故が、大きな波紋を広げ、やがて被害者・
加害者双方の家庭が崩壊していく姿を描き、
安全運転の大切さを訴えます。
出演：河相我聞 ほか

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕　字幕版付き
■ VHS 70,000 円　字幕版あり
■ 26 分　■ 2008 年　★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

交通安全　ドライバー向け

奪われた命
交通事故、余りに重い代償

社会教育 交通安全

交
通
安
全
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お年寄りの交通安全
われら交通安全ボランティア
お年寄りの交通事故を防止するため、幼馴染の
同級生たちが交通安全ボランティアに立ち上が
る！ お年寄りが積極的に生きる大切さ、交通安
全の大切さを訴えます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円
　〔C#3936　字幕版 C#3937〕
■ 22 分　■ 2005 年
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

交通安全　高齢者向け

ケーシー高峰の交通事故を防ぐ
高齢者のための処方箋
ケーシー高峰さんは、高齢者が交通事故に遭う
のは、自分の体の衰えを自覚していないことと、
歳とともに表れる性格に理由があるといいます。
これらをふまえ、ケーシーさんが高齢者の交通
事故防止の対策をアドバイスしていきます。
■ DVD 60,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 60,000 円
■ 20 分　■ 2011 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全　高齢者向け

人生の達人！
高齢者いきいき安全運転
高齢ドライバーが起こしやすい事故事例を検証、
事故の要因とされる身体機能の低下をどのよう
に補っていったら良いかをドラマでコミカルに描
きます。
指導：首都大学東京客員教授 溝端光雄
■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 25 分　■ 2012 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全　高齢者向け

高齢ドライバーに対し、加齢による運転能力の
変化を自覚して安全運転の基本に立ち戻ること
の大切さを訴えると同時に、非高齢ドライバーに

「高齢者を守る運転」をすすめます。

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 70,000 円
■ 24 分　■ 2009 年
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

誰もがいずれは高齢者
高齢者の交通事故をなくすために

交通安全　高齢者向け

高齢ドライバーになると、身体機能の低下や変
化が事故につながることも。下條アトムさんが
ナビゲートしながら、『老いに気づき、いかに老
いを補うのか』をポイントに、高齢者独自の安
全意識の必要性を訴えていきます。
■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 15 分　■ 2013 年
★ 全日本交通安全協会推薦

いつまでも 安全運転を！
高齢ドライバーに必要なこと

交通安全　高齢者向け

警察庁は加齢による身体機能の低下を感じる人
に対し、運転免許を自ら公安委員会に返しても
らう制度を導入しました。地方と都市部の条件
の違いをふまえ、免許返納者の現状やサポート
制度を紹介します。
■ DVD 60,000 円　〔C#7499〕
■ 17 分　■ 2016 年
★文部科学省選定

運転免許返上！
あなたは運転をいつやめますか？【2016年改訂版】

交通安全　高齢者向け

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 18 分　■ 2017 年
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全　高齢者向け

シルバー世代のみなさん！
正しい道路の横断、してますか？

依然として多く発生している、高齢歩行者の死亡事故。そ
の大半を占める道路横断中の事故を中心に、どこに危険
が潜んでいるのか、どうすれば安全なのかを、わかりやす
く解説します。高齢者の皆さんに、事故の危険を自分のこ
ととして捉えてもらい、事故の防止に前向きに取り組む意
欲を持たせる交通安全教材です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#6521〕
■ 字幕版付き
■ 17 分　■ 2015 年
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全　高齢者向け

三遊亭小遊三の高齢者の交通安全

高齢者の交通事故死者の内訳をみると、最も多いのが歩
行中の事故死で、ほぼ半数となっています。本作では、落
語家の三遊亭小遊三師匠と、熊さん・おかみさんのかけ
合いの中で、特に歩行中に気をつけることと、自転車の安
全運転について伝えていきます。小遊三師匠の軽妙な語り
口で、高齢者の方に楽しく分かりやすく交通安全の大切さ
を学んでいただける作品です。

落語家の林家たい平師匠が、高齢ドライバー
の交通ルールと、加齢に伴う身体的精神的特
性を解説します。事故事例や有効視野テスト
を紹介しながら、高齢ドライバーに安全運転
の大切さを示唆します。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3488〕
■ 字幕版付き　■ 21 分　■ 2011 年
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

交通安全　高齢者向け

林家たい平の高齢ドライバーの交通安全

マギー司郎さんが街にでかけ、お年寄りの事故
が多い場所をチェック。マギーさんの愉快なトー
クと得意のマジックで楽しく分かりやすく解説す
る、お年寄り向けの交通安全ビデオです。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3700〕
■ 20 分　■ 2009 年
★ 全日本交通安全協会推薦

マギー司郎のお年寄りの交通安全
交通安全　高齢者向け

交通安全社会教育

交
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高齢者向け時代劇交通安全シリーズに宮本武蔵
が登場。武蔵が会得した兵法の極意から、交通
事故から身を守るためのノウハウを学びます。
出演：伊吹吾郎、池乃めだか ほか　　　　　　

■ DVD-R　90,000 円　〔C#3638〕
■ 30 分　■ 2004 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

宮本武蔵のお年寄りの交通安全
ご存知！ 時代劇交通安全

テレビで話題になった「かげろう忍法帳」のか
げろうお銀が登場。お銀、蛍、又八、飛猿の活
躍を楽しみながら、交通安全の大切さとルール
を学んでもらいます。

かげろうお銀のお年寄りの交通安全
ご存知！ 時代劇交通安全

■ DVD-R　90,000 円　〔C#2814〕
■ 29 分　■ 2003 年　
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

お馴染みの半七親分。お年寄りの交通事故で特
に多い「車の陰からの飛出し」「夕暮れ夜間の横
断」「交差点の横断」などの注意点を、現代の
三代目半七探偵所長が解説します。

半七捕物帳異聞　お年寄りの交通安全
ご存知！ 時代劇交通安全

■ DVD-R　78,000 円　〔C#3476〕
■ 25 分　■ 2001 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

波乱に満ちたストーリー展開に絡め、お年寄り
がうっかり忘れがちな交通ルールや安全を守る
ための心がけを解説します。見事な大岡裁きと
共に、現代においての心がけを学びます。

大岡越前のお年寄りの交通安全
ご存知！ 時代劇交通安全

■ DVD-R　90,000 円　〔C#2719〕
■ 30 分　■ 1999 年　
★ 全日本交通安全協会推薦・文部省選定

「水戸黄門」のご老公、助さん、格さん、八兵衛、
お銀が登場。長寿の多い城下町での事故の話に、
お年寄りが交通事故にあわないために必要な知
識と交通ルールを描きます。

水戸黄門のお年寄りの交通安全
ご存知！ 時代劇交通安全

■ DVD-R　90,000 円　〔C#3697〕
■ 25 分　■ 1997 年　
★ 全日本交通安全協会推薦・文部省選定

お馴染み鞍馬天狗。幕末の京の町を舞台に新撰
組や御用党とのお話の中で起こる事故から、お
年寄りが交通事故にあわないために必要な知識
と交通ルールを描きます。

鞍馬天狗のお年寄りの交通安全
ご存知！ 時代劇交通安全

■ DVD-R　90,000 円　〔C#2858〕
■ 30 分　■ 2002 年　
★ 全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

お馴染み弥次さん喜多さんが登場。江戸時代と
現代を行き来しながら、楽しいストーリーと共に、
お年寄りが陥りがちな「危険」の見極めと交通
安全の守り方を学習していきます。

弥次・喜多のお年寄りの交通安全
ご存知！ 時代劇交通安全

■ DVD-R　90,000 円　〔C#3799〕
■ 30 分　■ 2000 年　
★ 全日本交通安全協会推薦・文部省選定

時代は三代将軍家光の治世、当たり屋一味と源
じいさんの事故が発生。しかし源じいさんにも
老いの自覚が足りなかったようです。お年寄りに
特徴的な危険を解説、事故を防ぐ方法を示しま
す。

一心太助と彦左のお年寄りの交通安全
ご存知！ 時代劇交通安全

■ DVD-R　90,000 円　〔C#2595〕
■ 30 分　■ 1998 年　
★ 全日本交通安全協会推薦

交通安全　指導者育成

高齢ドライバー教育シリーズＤＶＤ
高齢ドライバーのための双方向型教育（コーチング） ［実例編］

平成 29 年から高齢運転者講習に導入さ
れた「双方向型教育」。本作品はその指
導者養成をフォローする映像教材として、
実際の講習の大きな流れを追いながら、
どのように指導すべきなのか、わかりやす
く再現します。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 26 分　■ 2017 年
★日本交通安全教育普及協会推薦

交通安全　指導者育成

高齢ドライバー教育シリーズＤＶＤ
コーチングによる高齢者講習 その理論と手法の解説 ［実例解説編］

平成 29 年から高齢運転者講習に導入さ
れた「双方向型教育」。本作品はその指
導者養成をフォローする映像教材として、
実際の講習に沿って、具体的なポイント
を示しながら、わかりやすく解説します。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 27 分　■ 2017 年
★日本交通安全教育普及協会推薦

社会教育 交通安全

交
通
安
全
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2859〕
■ 26 分　■ 2016 年

熊本地震の大きな特徴を５つ挙げ、そこから学ぶことので
きる教訓を、被害に遭われた方のインタビューや資料映像
に加え、各分野の専門家による解説を交えて紹介。いつ
かあなたを襲うかもしれない大地震への様々な対策を視
聴者に伝える防災ビデオです。
　特徴１: 想定外の揺れ 　特徴２: 安否確認にＳＮＳ
　特徴３: 避難生活の質 　特徴４: 具体的な備蓄品
　特徴５: 揺れに対する備え
解説：武蔵野学院大学特任教授　島村英紀
　　　新潟大学 医学博士　榛沢和彦

防災　市民向け

熊本地震から学ぶ
こんな対策があなたを救う

地域の防災拠点としての避難所の役割、
開設・運営の流れ、東日本大震災で得ら
れた教訓などを分かりやすく解説します。
市民自らが避難所を運営する一員である
ことを強く訴え、地域の共助力を一層高
めることを目的とした市民向けの防災・減
災ＤＶＤです。

■ DVD 66,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 17 分　■ 2014 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

防災　市民向け

避難所の開設・運営
その時、皆さんの力が必要です

地域の共助を考える上で、災害時要援護
者の支援が大きなテーマとなっています。
災害時、ともに生きのびるためには何が
必要なのか？　東日本大震災の教訓を踏
まえ、要援護者自身の自助、周囲の人々
の共助のあり方を改めてみつめ直すため
の、市民向け啓発教材です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 17 分　■ 2014 年

防災　市民向け

災害時要援護者の支援
ともに生きのびるための 自助・共助

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3512〕
■ 25 分　■ 2016 年

近年の大きな災害で被災した人々へ大々的なインタビュー
を敢行。被災時の様子を、当時の資料映像を交えながら
視聴者に届けます。彼らの口から語られる、その時、生
死を分けたものとは？これは、災害大国・日本に住む全て
の人間が学ぶべき、“ 命の授業 ” です。

CASE１〈地震〉～長野県白馬村～ 「奇跡」を起こしたご近所力
CASE２〈水害〉～茨城県常総市～ 災害時にとらわれる「思い込み」のワナ
CASE３〈噴火〉～鹿児島県口永良部島～ 島をひとつにした「危機意識」

防災　市民向け

被災地からのメ
証 言 集

ッセージ　命をつなぐ絆
キズナ

の力

防災　市民向け

3.11東日本大震災から学ぶ
もし今、地震が起きたら 命を守る備えと退避行動

過去から伝えられてきた ｢地震時の心得｣
が、現在でも有効かどうかの検証が進め
られています。東日本大震災の経験も踏
まえ、今求められる地震時の心得、緊急
地震速報の行動への活かし方、地震への
備えを考えていきます。
監修：株式会社社会安全研究所 所長　首藤由紀

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3757〕
■ 19 分　■ 2011 年

防災　市民向け

3.11東日本大震災から学ぶ
津波・命を守る心構え

東日本大震災時、登校していた小中学生
が津波から逃げ切った ｢釜石の奇跡｣ の
事例を紹介します。津波のメカニズムを
解説し、津波から命を守るためにはどの
ような意識を持ち、どのような行動をす
べきかを伝えていきます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3305〕
■ 20 分　■ 2011 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

社会教育　防災・消防・救急

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2825〕
■ 本編 21 分＋証言集 28 分　■ 2015 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

近年、想定を超える規模の気象災害が多発し、防災啓発
の重要性がより高まっています。本作品では、局地的豪雨

（いわゆるゲリラ豪雨）とそれに伴う災害を中心に取り上
げ、気象に関する正しい知識と、命を守るすべを伝えます。
お天気キャスターの森田正光さんがナビゲーターとして登
場し、気象に関わる重要な部分を中心にわかりやすく解説
します。本編映像のほかに、広島土砂災害を経験した方
へのインタビューを証言集として収録しています。
監修：株式会社ウェザーマップ

気象災害から命を守る
『想定外』は、いま起きるかもしれない

防災　市民向け

防
災
・
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東日本大震災での事例から、小学校での
防災指導を学びます。児童自身の高い防
災意識と、日頃から繰り返し行っていた
防災訓練が、命を守る決め手となったこ
とを訴えていきます。

（小学校指導者・保護者向け）

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は小学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 23 分　■ 2014 年
★文部科学省選定

防災　教職員・保護者向け

グラッときたら！
〜教職員の指示と児童の行動〜

2013 年 4月13日の淡路島の地震を導入として、
活断層による地震についてや、地震のメカニズム
を CG やイラストで解説します。また地震に対す
る日頃の備えについて、わかりやすく説明します。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 20 分　■ 2014 年
★文部科学省選定
　科学技術映像祭特別奨励賞

検証　巨大地震
活断層のメカニズム

防災　市民向け

木造住宅密集地の自主防災組織、津波が予想さ
れている沿岸の自主防災組織、そして東日本大
震災で、実際に津波から逃れた人の体験談も紹
介しながら、具体的な対策を紹介し、大地震に
おける自助・共助の大切さを考えます。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 65,000 円
■ 22 分　■ 2013 年
★文部科学省選定

問われる住民の防災力
自助・共助の輪を広げよう

防災　市民向け

東日本大震災後の研究で明らかになってきた、
最新の大地震・大津波のメカニズムを解説しま
す。三陸地方の「津波てんでんこ」をはじめ、日
本各所に残る大地震の記録と言い伝えをたどり
ながら、先人たちの知恵を活かした防災への取
り組みを紹介します。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 25 分　■ 2014 年
★文部科学省選定

震災の教訓を活かせ
〜風化させない記憶と記録〜

防災　市民向け

防災・減災における女性のリーダーと女
性による活動の組織化の重要性を示し、
平常時・発災時に女性にどのような役割
が期待されるのかを解説。地域で女性の
防災組織を作った場合、何が大切なのか
というポイントを説明していきます。
監修：明治大学大学院特任教授 工学博士　中林一樹

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 21 分　■ 2016 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

防災　市民向け

女性の力を防災の力へ
女性消防隊の活躍

東日本大震災の後、防災を基本にした、
区画整備事業・まちづくり事業が被災地
で進んでいます。しかしそこには地域が
抱える課題、問題がありました。福島県
浜通りでの 4 年に及ぶ取材映像と、復興
が進む現在の姿を織り交ぜて、地域に生
きる私たちへ問いを投げかけています。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 18 分　■ 2014 年

防災　市民向け

明日への伝言
私たちの被災・防災・まちづくり

過去に起きた災害を取り上げ、災害発生
時に自主防災組織がどのような活動をし
て減災に役立ったかを紹介します。自主
防災組織設立のきっかけとして、また、
今ある自主防災組織がより活動的になる
ためのヒントとして最適な教材です。
監修：明治大学大学院特任教授 工学博士　中林一樹

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 24 分　■ 2016 年
★文部科学省選定

防災　市民向け

地域の人々を戦力に
自主防災の新しい挑戦

いつ大災害が起こるかわからない日本では、事
業所内での被災を想定した防災訓練を行う必要
があります。この作品では、事業所での模範的
な防災訓練を取材し、一連の流れと手順を紹介
しながら、大事なポイントについて紹介していき
ます。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 24 分　■ 2017 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

災害の備え 適切な行動
見て学ぶ事業所の防災訓練

防災　事業所向け

過去の大災害の多くから得た教訓の一つに、避
難所のあり方があります。開設、誘導、衛生、食料、
健康、防犯といった観点から、実際の事例を通
して、避難所をより良いものにするためのヒント
を提供します。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 24 分　■ 2017 年

地域が主役
避難所の開設と運営のしかた

防災　市民向け

地震や津波が起きたとき、どうすれば命
を守ることができるのでしょうか。普段
から私たちが心に刻むべきことを解説し
ていきます。
監修：東京大学地震研究所助教 大木聖子

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3134〕
■ 15 分　■ 2012 年
★文部科学省特別選定・教育映像祭優秀作品賞

防災　市民向け

地震や津波で死なないために
心に刻む５つのこと

社会教育 防災・消防・救急

防
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東日本大震災に学び、大災害が突発したとき、
ドライバーは危険を回避し生き残るためにどう
行動すべきかを解説します。
監修・指導：社団法人 日本交通科学協議会

■ DVD 46,000 円　㊫ 23,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 28 分　■ 2013 年

災害時、ドライバーはどう生き残るか
忘れない！ 東日本大震災が教えてくれたこと

防災　市民向け

東日本大震災を教訓に「事業継続計画」（ＢＣＰ）
が、改めて注目されています。この作品では、
規模の違ういくつかの事業所の防災対策・ＢＣ
Ｐを紹介し、企業に求められる災害への備えを
わかりやすく説明しています。
■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 65,000 円
■ 22 分　■ 2013 年
★文部科学省選定

大地震発生！ 命と事業を守れ
職場の防災対策

防災　事業所向け

東日本大震災による巨大津波の仕組みや被害状
況、津波の破壊力を示す実験、専門家の話を通
して、津波の恐ろしさを検証します。津波対策
に取り組む地域の事例を交えて具体的に紹介し、
素早い避難行動の大切さを伝える内容です。
■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 65,000 円
■ 22 分　■ 2011 年
★文部科学省選定

まず逃げろ！ 高台へ！
巨大津波から命を守る

防災　市民向け

現在、旧耐震基準で建てられたマンションは約
100 万戸。また、高層マンションでは「長周期
地震動」への対策も必須です。規模の違う二つ
のマンションの取り組みを紹介し、マンション・
集合住宅での自主防災活動の在り方を考えます。
■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 65,000 円
■ 22 分　■ 2013 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

まず命を守る備え
集合住宅・マンションの防災対策

防災　市民向け

自主防災活動が充実している地域を例に、普段
からどのような活動を積み重ねて、災害に強い
街づくりを目指していくかを描き、その必要性を
訴えます。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 65,000 円
■ 25 分　■ 2010 年
★ 全国消防長会推薦

がんばってます！ 自主防災
地域の力で減災

防災　市民向け

津波から命を守るためには、日頃から地震情報
に注意し、強い意識を持つことが最も大切です。
津波の正しい知識を分かりやすく伝えるととも
に、私たちの心の油断に警告を発します。
監修：群馬大学工学部教授　片田敏孝
■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3304〕
■ 22 分　■ 2007 年　
★ 教育映像祭優秀作品賞・科学技術映画祭入賞

津波襲来
その一瞬が生死を分ける

防災　市民向け

毎年、住宅火災で命を奪われる人は 1,000 人
以上。実際の火災事例、火災実験の映像などを
見ながら、家族全員で火災を起こさない環境や
習慣をどのように身につければよいのか、火災
から自らの家を守るために考えていく内容です。
■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 19 分　■ 2016 年

大丈夫ですか！ 火の消し忘れ
〜データでみる住宅火災の原因〜

消防　市民向け

想定を超える水害は誰にも予測できないもの。
2004 年に集中豪雨の被害を受けた新潟県三
条市の現地取材を交え、「自分の身を守るのは
自分自身」という自助の考え方が防災の基本
であることを訴えます。
監修：群馬大学工学部教授　片田敏孝
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3149〕
■ 22 分　■ 2006 年
★文部科学省選定

防災　市民向け

水害発生　その時 !!
命を守る日頃の備え

近年改正された消防用設備などの基準見直
し、雑居ビルの安全対策として統括防火管理
者の権限の強化などの新しい対策を盛り込み
ながら、過去の火災事例から防火管理上の問
題点を学び、防火管理者の役割と責務を学び
ます。
■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 24 分　■ 2016 年　

消防　防火管理者向け

職場に潜む火災
〜事例から学ぶ防火管理〜

建物火災の中で最も多いのが住宅火災。住宅火
災から命を守るポイントを３つの習慣・５つの対
策にまとめ、実際の火災事例、専門家のアドバ
イス、火災実験映像などを捉えながら、一つ一つ
わかりやすく解説していきます。
■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 65,000 円
■ 19 分　■ 2013 年　
★文部科学省選定

火災から命を守る８つのポイント
３つの習慣 ５つの対策

消防　市民向け

迫り来る地震や津波にいかに備えるべきか。
大地震を体験した被災者の話から「本当に学
ぶべき教訓」を探っていき、耐震補強、危機
意識、コミュニティ活動や情報の確保の大切
さを伝えます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#6131〕
■ 18 分　■ 2011 年

防災　市民向け

大地震発生！ 【改訂版】
東日本大震災・阪神・淡路大震災から学ぶ

自然現象は防げなくても、被害は減らせる…
この考え方が「減災」です。減災の基盤となる、

「自助」と「共助」の大切さを示し、地域防災
への関心と参加意欲、当事者意識を呼び起こ
します。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3265〕
■ 解説書付き
■ 24 分　■ 2008 年　

防災　市民向け

地域で減災！
あなたが力 みんなが力

防災・消防・救急社会教育
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最近の高齢者宅の火災事例を取り上げ、なぜ高
齢者は逃げ遅れるのか、様々な火災実験を通し
て検証。住宅用火災警報器の普及と火災を未然
に防ぐ方法を考えます。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 65,000 円
■ 21 分　■ 2009 年
★ 全国消防長会推薦・文部科学省選定

火災！ 逃げ遅れを防げ！
増加している高齢者住宅火災

消防　市民向け

犠牲者の出た火災の原因のうちで、一番多いの
は放火です。この作品では、放火による火災の
実態と特徴、個人としてできる放火対策、地域
の放火対策を紹介し、地域みんなで安全な街づ
くりに取り組むことの大切さを訴えます。
■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 65,000 円
■ 19 分　■ 2013 年　
★文部科学省選定

放火を防ぐ第一歩
放火させない環境づくり

消防　市民向け

火災死亡原因で最近増えている高齢者の逃げ遅
れ、そして出火原因で増えている電気器具から
の出火について、詳しく検証。分かりやすく解説
していきます。

■ DVD 60,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 60,000 円
■ 20 分　■ 2008 年
★ 教育映像祭優秀作品賞・文部科学省選定

思わぬ火もと
高齢社会・増え続けている電気火災

消防　市民向け

消防　防火管理者向け

防火管理講習向けビデオ
防火管理で火の用心
三遊亭小遊三さんのご隠居さんと、八つぁん
との掛け合いを通して、防火管理者の心得を
分かりやすく描きます。防火管理者必見の楽
しく学べるビデオです。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3615〕
■ 18 分　■ 2002 年
★文部科学省選定

熱中症の危険と応急措置をアニメで解説しま
す。現場労働者向けと管理監督者向けの６つ
のエピソードで構成。
監修：（独）労働安全衛生総合研究所
　　　特任研究員 医学博士　澤田晋一

■ DVD 45,000 円　〔C#7499〕
■ 1 枚のディスクに 2 編が収録されています
■ 30 分／ 35 分　■ 2015 年

救急救命

熱中症はこわくない！ 〜予防対策 10 か条〜
【作業員編 30分　管理職編 35分】

児童を管理する立場の教師・保護者に対して、
熱中症の特徴的な症状、熱中症が起こる要因
や仕組み、環境条件に応じた熱中症の事例、
応急処置や救助の求め方など、熱中症の予防
と対策を分かりやすく紹介・解説していきます。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 65,000 円　㊫ 33,000 円
※この商品の学校特別価格は大学には適用されません　■ 20 分　■ 2011 年

救急救命

熱中症から子どもを守れ！
救命救急センターからの警告

高齢者における身体的な特徴や生活習慣など
を検証しながら、熱中症を防ぐ方法、熱中症
になってしまったときの対処法などをわかりや
すく解説しています。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 65,000 円
■ 19 分　■ 2011 年　★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

救急救命

検証・急増する高齢者の熱中症
正しい知識を身につけよう

救急救命

最新版 心肺蘇生法とＡＥＤの使用法
私たちの行動で救える命 【解説編／練習編】
中・高校生が視聴し、心肺蘇生法とＡＥＤの使用法を容易に理解で
きる、また教職員・保護者向けにも活用できる内容です。救命処置
に関する知識の習得を目的とした【解説編】と、講習会でのトレーニ
ング用の教材【練習編】があります。

■ DVD 各巻　　　 55,000 円　㊫ 27,500 円　〔C#7499〕
■ DVD ２巻セット 100,000 円　㊫ 48,000 円
※この商品の学校特別価格は大学には適用されません
■ 解説編 23 分／練習編 45 分　■ 2008 年
★日本学校保健会推薦・文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

（中学生・高校生向け）
第 1 巻　応急手当編（20 分）
第 2 巻　AED と心肺蘇生法編（23 分）

■ DVD 2 枚組 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は中学校・高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 20 分／ 23 分　■ 2014 年　★ 教育映像祭優秀作品賞

救急救命

知ってよかった応急手当
〜災害・事故・急病から命を救う〜　＜ガイドライン 2010 対応＞

（小学校高学年向け）
第 1 巻　応急手当編（17 分）
第 2 巻　AED と心肺蘇生法編（23 分）

■ DVD 2 枚組 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は小学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 17 分／ 23 分　■ 2014 年

救急救命

子どもでもできる応急手当
〜災害・事故・急病から命を救う〜　＜ガイドライン 2010 対応＞

（一般向け）
第 1 巻　応急手当編（19 分）
第 2 巻　AED と心肺蘇生法編（23 分）

■ DVD 2 枚組 65,000 円　〔C#7499〕
■ 19 分／ 23 分　■ 2014 年

救急救命

いざというときの応急手当
〜災害・事故・急病から命を救う〜　＜ガイドライン 2010 対応＞

出火した場合の煙の怖さ、火災警報器の使い方、
そして、高齢者を守るための地域の取り組みを
紹介し、出火防止・早期発見・早期避難と、高
齢者自身の日頃の心構えと、地域の力の大切さ
を訴えます。
■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 65,000 円
■ 22 分　■ 2013 年　
★文部科学省選定

相次ぐ 高齢者住宅火災
身近に潜む火災の危険

消防　市民向け

社会教育 防災・消防・救急
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1663〕
■ 13 分　■ 2017 年　
★文部科学省選定

消防アニメーション

忍者玉丸の火の用心

幼児・小学生（低学年）向けの火災予防アニメーション教
材です。忍者玉丸と、くのニンが、消防士の黒丸や師匠の
じい丸と一緒に、火災の恐ろしさを学んでいきます。子供
たちに火災の恐ろしさを知ってもらい、火遊びが原因であ
る火災をなくすことを目的とした作品です。

Ⓒトマソン／ピーターパン・クリエイション

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の学校特別価格は幼稚園・小学校にのみ適用されます
■ 14 分　■ 2016 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

大地震は、いつ、どこで起きるかわかりません。しかし子
どもたちには、そのことを伝えて不安にさせるのではなく、
行動することの大切さを教えることが、何よりも重要です。
幼児・小学生を対象に、児童書やアニメ番組で人気の「ズッ
コケ三人組」のキャラクターとともに、地震が起きた時の
命を守る行動、被害を未然に防ぐための工夫など、基本
的な防災知識と防災行動を身につけていく教材です。

防災アニメーション

ズッコケ三人組のぼうさい教室
地しんから身を守ろうの巻

■ DVD 各巻 50,000 円　〔C#7499〕
■ DVD ＋ CD-ROM の２枚組セット　全５巻

CD-ROM には「もしものためのワークシート＆イラストデータ集」
が入っています

■ 2012 年　
★ 危機管理デザイン賞シルバーアワード受賞

防災　子ども向け

こどものための防災・防犯シリーズ
もしものときにできること 全５巻
こどもたち自身がもしものときのために備えて、安全を意識す
る力や行動力を習得し、「自分の命は自分で守る」という意識
を持つことができるよう、楽しみながら、防災や防犯の知識を
得ることのできるＤＶＤシリーズ。監修者による大人向け解説
映像も収録。

○ぐらぐらどーん！ 自然災害編①／地震・津波 （32 分）
○びゅうびゅうざざー！ 自然災害編②
 風水害・雪害・土砂災害・火山噴火 （29 分）
○めらめらもくもく! 生活安全編①／火災　 （24 分）
○ぶーぶーききー！ 生活安全編②／交通安全 （22 分）
○にこにこがおー！ 生活安全編③／犯罪防止　 （29 分）

監修：危機管理教育研究所代表
　　　危機管理アドバイザー　国崎信江

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0800〕
■ 解説書・ワークシート・防災カード（PDF）付き
■ 2015 年　
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

小学校向けの防災教材です。地震や津波など、いろいろな災害についての基本的な知識や、
災害から身を守るための方法を学びます。災害が起こる場面をアニメーションで提示し、ど
のように身を守るか視聴者に考えさせます。また、実際の災害の映像を交えてそれぞれの
災害の基礎的な知識を伝えます。45 分授業で使うだけでなく、ショートホームルームなど
の短い時間でも活用できる教材として開発いたしました。

監修：東京学芸大学教授
　　　日本安全教育学会理事長　渡邉正樹

【収録コンテンツ】
・地震だ !! 身を守れ ! 教室にて ----------【4 分 48 秒】
・地震だ !! 身を守れ ! 通学路にて -------【5 分 00 秒】
・地震だ !! 身を守れ ! 自宅にて ----------【5 分 57 秒】
・津波だ !! 身を守れ ! 通学路にて -------【6 分 24 秒】
・津波だ !! 身を守れ ! 公園にて ----------【7 分 35 秒】
・台風だ！ 身を守れ ! 台風・集中ごう雨・土砂災害 ---【7 分 50 秒】
・雷・たつまきから身を守れ ! ------------【8 分 48 秒】
・雪害を学び身を守れ ! --------------------【8 分 15 秒】
・火山を学び身を守れ ! --------------------【9 分 19 秒】
・地震だ !! 身を守れ !（ロングバージョン） ---【9 分 18 秒】
・津波だ !! 身を守れ !（ロングバージョン） ---【12分 40 秒】

防災　子ども向け

災害ケーススタディ
とっさの判断！ 君ならどうする？

防災・消防・救急社会教育

防
災
・
消
防
・
救
急



㊫＝学校特別価格　●価格は全て税抜きです　●諸般の事情で価格を改訂する場合があります

34

地震・津波発生のメカニズムと緊急地震
速報の仕組みをＣＧ映像等で解説。その
上で、地震や津波が起きた時にどういう
行動をとれば生き延びることができるの
か、中学生たちにしっかり理解させます。
監修：東京大学地震研究所 助教　大木聖子

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0830〕
■ 16 分　■ 2012 年
★文部科学省特別選定

防災　子ども向け

地震・津波から生き延びる
正しい知識と行動

幼児向けの楽しく学べる地震防災アニ
メーション。ニャンニャン地震防災ランド
に迷い込んだ子猫のミーちゃんと大樹く
んが、地震から命を守るために大切なこ
とを学んでいきます。

■ DVD-R 56,000 円 　㊫ 28,000 円　〔C#0988〕
■ 12 分　■ 2005 年　
★文部科学省選定

防災アニメーション

じしんだ !! ミーちゃんのぼうさいくんれん

孫悟空、猪八戒、沙悟浄の仲間たちが、
師匠の三蔵法師と一緒に火災の恐ろしさ
を学ぶ、幼児向けの火災予防アニメーショ
ンです。孫悟空たちは使い捨てライター
による火遊びの怖さ、煙の危険性や花火
をするときの注意点など、クイズを交え
ながら勉強します。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1163〕
■ 12 分　■ 2010 年
★文部科学省選定

消防アニメーション

孫悟空の火の用心
まだまだ修行中

高い防災意識と日頃から繰り返す防災訓
練が、命を守る決め手となることを学び
ます。津波、火災の特徴を理解し、避難
する方法を明示していきます。

（小学校中・高学年向け）　

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は小学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 21 分　■ 2014 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

防災　子ども向け

命を守れますか？
〜地しんのとき つ波のとき〜

この作品では、イラストの親子が地震に
ついて話し合いながら、地震・津波防災
について学んでいく姿を柱として、防災に
ついての基本的な知識を紹介していきま
す。

（小学生・保護者向け）

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は小学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 24 分　■ 2014 年
★文部科学省選定

防災　子ども向け

親子で一緒に　防災計画　防災訓練

防災　子ども向け

ナンデくんと学ぶ
地震と津波を知ろう じぶんの命を守るために

地震・津波が起こる理由や緊急地震速報
の仕組み、地震・津波が起きた時の行動
の仕方を、小学生の「ナンデくん」と一緒
に学んでいきます。どんな状況で地震が起
きても命が助かるよう、子どもたちにしっ
かり理解させることを狙いとしています。
監修：東京大学地震研究所 助教　大木聖子

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1619〕
■ 16 分　■ 2012 年
★文部科学省特別選定

釜石市の小学生たちがどのように避難したかを
詳細に描きます。子どもたちの防災力向上を目
的に制作したものです。
監修：群馬大学大学院工学研究科教授
　　　広域首都圏防災研究センター長
　　　片田敏孝

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は小学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 14 分　■ 2012 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

ボクはすぐに逃げたんだ
東日本大震災から学んだこと

防災アニメーション

5 歳の少年ケンタとペットの猫ニャンタが、失敗
を繰り返しながら防火に対する知識を学んでい
く、幼児向けの防火教育アニメーション。防火の
知識を自然と身に付けることができます。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 60,000 円　㊫ 30,000 円
■ 13 分　■ 2008 年
★ 全国消防長会推薦

火あそびは火事のもと
ケンタとニャンタの火の用心

消防アニメーション

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2109〕
■ 12 分　■ 2012 年
★文部科学省選定

｢むしむし村｣ の昆虫キャラクターたちが、教室での防災
訓練を体験しながら、地震が起こった時の行動の仕方を
学びます。海辺の遊園地では、津波が来た時の避難につ
いて学んでいきます。幼児向けの、わかりやすく防災につ
いて学べるアニメーションです。
監修：財団法人市民防災研究所 理事　池上三喜子

防災アニメーション

じしんがきたらどうする？
むしむし村の防災訓練

社会教育 防災・消防・救急
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0244〕
■ 25 分　■ 2017 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

家族や友達と気軽にコミュニケーションがとれるＳＮＳの
機能を持った様々なアプリやネットサービスは、今や子供
達にとっても必要不可欠な存在となっています。しかしそ
の一方で、便利なはずのツールが援助交際やイジメなど犯
罪の芽となっているのも事実です。ネットやＳＮＳにまつわ
るトラブルから子供達を守るにはどうしたらいいのでしょ
うか？ 専門家の先生が、優しく・楽しく教えてくれる “ 子
供防犯スクール ” で一緒に学んでいきましょう‼︎ 
解説：ＩＴジャーナリスト　三上洋
　　　兵庫県立大学環境人間学部 准教授　竹内和雄

ネット関連

親や先生が知らない！
子供防犯スクール　ネット・ＳＮＳトラブル編

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1051〕
■ 指導の手引書付き
■ 23 分　■ 2015 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

ドラマとナビゲーターの解説を通して、個人情報の取り扱
い、無料通話アプリや SNS に潜む危険など最新のトピッ
クを取り上げ、スマホの安全な使い方を学んでいきます。

トピック①　個人情報は大丈夫？ とくに写真は要注意！
トピック②　リアルに会うことの危険
トピック③　ネット犯罪の危険
トピック④　誤解からネットいじめへ

監修：兵庫県立大学環境人間学部 准教授　竹内和雄

スマホの安全な使い方教室
気をつけようＳＮＳのトラブルに

ネット関連

防
犯
・
薬
物

社会教育　防犯・薬物

中学生・高校生の中には、「個人情報」
への認識が不十分なまま、ネットに接し
ていることがよくあります。この作品では、
どのような手口でパスワードなどの個人
情報が盗まれ、悪用されてしまうのか、
わかりやすく解説します。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は中学校・高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 20 分　■ 2017 年
★文部科学省選定

ネット関連

インターネットと個人情報
自分自身を守るポイント

ネットを通じてショッピングやコミュニ
ケーションを行う中で、大切なＩＤやパス
ワードを盗み取られ、悪用されるケース
が多々あります。こうした個人情報が悪
用される手口を紹介し、予防法・対処法
を詳しく解説していきます。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 24 分　■ 2017 年
★文部科学省選定

ネット関連

どうして盗まれる？ 個人情報
ネット・トラブルに巻き込まれない秘訣

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0998〕
■ 字幕版付き／指導の手引書・ワークシート付き
■ 21 分　■ 2018 年　★文部科学省特別選定

トピック①　スマホのマナー
トピック②　会って大丈夫？
トピック③　相手の事情 考えてる？

1巻　自分も相手も傷つけないために

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0999〕
■ 字幕版付き／指導の手引書・ワークシート付き
■ 18 分　■ 2018 年　★文部科学省特別選定

トピック①　課金して大丈夫？
トピック②　ネットの詐欺 知ってる？
トピック③　ネット依存の恐怖

２巻　危険な目にあわないために

■ DVD ２巻セット
　 120,000 円　㊫ 60,000 円　〔C#0993〕

小学生を対象に、安全で正しいスマホの使い方を解説した作品です。相手の気持ちを考える、ルールを守るといった情報
モラルを身につけることが、スマホやネットの安全な利用につながることを、子供たちに理解させます。ドラマシーンと
解説シーンによる構成で、事例を通してわかりやすく学ぶことが出来る作品です。
監修：兵庫県立大学環境人間学部 准教授　竹内和雄

ネット関連

情報モラルを身につけよう！
小学生のスマホの安全な使い方教室　全２巻
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便利になった環境が『個人情報』の漏洩や滅失
などの事件を発生させ社会問題になっています。
個人情報が流出するとどうなるのか？ 実例と対
策をわかりやすく説明します。

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 12 分　■ 2016 年
★文部科学省選定

ネット関連

知っておこう
個人情報のトラブル

スマホをしながら歩く、スマホをしながら勉強す
る、スマホをしながら食事をする。あなたの日
常からスマホが奪ったものは時間だけではない
のです。

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 12 分　■ 2016 年

スマホ依存
スマホ依存の恐怖とその対策法

ネット関連

小学生を対象に、携帯電話やネットの安
全で正しい使い方を、インターネットサイ
トからやって来た「サイトン」君がナビゲー
ターとなり、ドラマ仕立てでわかりやすく
描きます。扱う事例は「無料ソーシャルゲー
ムの危険性」「メールでのやりとり」「ワン
クリック詐欺」「ネットいじめは許さない」。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1019〕
■ 30 分　■ 2012 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

ネット関連

小学生のためのケータイ・ネット教室
こんなトラブルに気をつけて

パソコンとインターネットの普及に伴い、匿名性
が高く不特定多数を相手にできるサイバースペー
スを利用した犯罪が増えています。事例をあげ、
危険性を再認識します。

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 50,000 円
■ 15 分　■ 2013 年

暮らしに身近なサイバー犯罪
ネットワークに潜む罠

ネット関連

ネットに詳しい噺家の柳家三之助さんと
二人の中学生とのやり取りを通じて、ネッ
トのトラブルを防ぎ、ネットを有効に活用
していくためのヒントを提供します。再現
ドラマや図表なども交え、わかりやすく
解説しています。
監修：財団法人インターネット協会

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1683〕
■ 23 分　■ 2011 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

ネット関連

ネットと上手につき合おう！
ケータイトラブルから身を守る

ケータイを持つ中高生の保護者や学校関
係者向けの防犯ビデオです。ケータイに
まつわる犯罪や典型的な被害事例を再現
ドラマで示し、その対策を考えていきま
す。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0630〕
■ 25 分　■ 2009 年
★文部科学省選定

ネット関連

ケータイトラブル
子どもを犯罪者・被害者にさせない

ケータイやパソコンを使う際のルールとマ
ナー、トラブルに遭わないためにはどう
すればいいのか、また遭った時の対応策
をドラマ仕立てでわかりやすく描きます。
監修：財団法人インターネット協会

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0628〕
■ 解説書付き
■ 22 分　■ 2008 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

ネット関連

ケータイ・パソコン その使い方で大丈夫？

社会教育 防犯・薬物

防
犯
・
薬
物

携帯電話やメールを悪用した特殊詐欺
で、プリペイドカード型の「電子マネー」
を騙し取られる被害が相次いでいます。
この作品では、どのようなケースで若者
が標的にされ、被害が増大しているのか、
実例をもとに解説します。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は中学校・高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 字幕版付き　■ 19 分　■ 2016 年
★ 文部科学省選定

ネット関連

「買ってきて！」は詐欺です
若者を狙うプリペイドカード（電子マネー）詐欺

高齢者を狙った特殊詐欺が後を絶ちませ
ん。この作品では、「プリペイドカード詐
欺」「マイナンバー便乗詐欺」「老人ホー
ム入居権詐欺」を取り上げ、事例と共に、
被害を食い止める方法をわかりやすく解
説していきます。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 24 分　■ 2016 年
★ 文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

ネット関連

「私は大丈夫」その自信が危ない！
プリペイドカード詐欺・マイナンバー便乗詐欺・老人ホーム入居権詐欺

SNS がいじめ、危険ドラッグの温床になってい
ます。いじめや危険ドラッグと SNS の連鎖を断
ち切れるために必要なことを生徒たちが自ら話
し合い、自分たちの未来をつくる大切さを提案
します。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 18 分　■ 2015 年

未来 －ＳＮＳの罠－
ネット関連
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3511〕
■ 字幕版付き
■ 30 分　■ 2016 年　

詐欺・悪質商法

林家木久扇・木久蔵の ダマされちゃいや〜ん！
高齢者を狙う詐欺・悪質商法

高齢者を狙った詐欺・悪質商法の被害防止のためには、
高齢者自身の対策とともに、家族や身近な人々の見守りや
日頃からの交流が欠かせません。林家木久扇・木久蔵の
親子師匠が演じる落語を楽しみながら、近年多発する手
口の再現ドラマをもとに、被害に遭わないための対策法、
周囲の見守りの大切さを学んでいきます。
監修：東京経済大学 教授 弁護士　村千鶴子

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2552〕
■ 解説書付き
■ 22 分　■ 2009 年　
★文部科学省選定

詐欺・悪質商法

青空球児・好児のお年寄りの安全生活術
だまされるな！ 振り込め詐欺・悪質商法

いっこうに減る気配のない『振り込め詐欺』と『点検商法』。
その悪質な手口の特徴と対策を考えます。青空球児・好
児さんの軽妙な漫才と再現映像で学ぶ、オモシロおかし
く、ためになる、お年寄り向けのビデオです。　
監修：東京経済大学 教授　弁護士　村千鶴子

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2555〕
■ 22 分　■ 2012 年　
★ 教育映像祭優秀作品賞

近年、高齢者をターゲットにした悪質商法による被害が増
加し続け、手口も巧妙になっています。この作品では、悪
質商法の被害にあわないためには、高齢者自らが日頃か
ら関心を持つと同時に、周囲の人たちとの交流を密にする
ことの大事さを描きます。
監修：東京経済大学 教授　弁護士　村千鶴子

詐欺・悪質商法

阿藤快の あっ、と撃退！ 悪質商法
お年寄りを守るご近所の力

ストーカーの手口は多様化し、メールや無料
通信アプリを使って脅迫される、という被害
も深刻です。ストーカーから身を守るためには
どのようにしたらよいのか、わかりやすく解説
しています。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は中学校・高校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 23 分　■ 2015 年　★文部科学省選定・日本市民安全学会推薦

防　犯

見過ごしてしまった危険
ストーカー対策のポイント

配偶者からのＤＶ（ドメスティック・バイオレ
ンス）被害が深刻化しています。ＤＶはなぜ
起こり、どのように解決していったらよいのか、
わかりやすく解説しています。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は中学校・高校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 19 分　■ 2015 年　★文部科学省選定・日本市民安全学会推薦

防　犯

日常に潜むＤＶ（暴力）
ドメスティック・バイオレンスから身を守る方法

昨今は個人情報の流出から、女性が思いがけな
い犯罪被害に巻き込まれるケースが増えていま
す。犯罪事例をあげ、被害にあわないようにす
るためには、どうしたらよいのかを考えるきっか
けになることを目的に制作した作品です。
■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 20 分　■ 2014 年　
★文部科学省選定

女性を守る防犯マニュアル
防　犯

振り込め詐欺についての知識を持ちながらも、
騙され新たな被害者となる高齢者。それはいっ
たいなぜなのか。どうしたら防げるのか。実際
に起きた事例を再現映像で検証しながら、理由
と対策を明らかにしていきます。
■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 22 分　■ 2013 年　
★文部科学省選定・日本市民安全学会推薦

ねらわれています！ あなたも
多発する振り込め詐欺

詐欺・悪質商法

防犯・薬物社会教育

防
犯
・
薬
物
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0243〕
■ 24 分　■ 2017 年

子供達を襲う卑劣な犯罪、連れ去り、誘拐。その数は、年々
増加傾向にあり、1 年間に 200 件以上、つまり、2 日に
1 件という驚くべきペースで起きています。さらに犯行の目
的が、身代金の要求から性的ないたずらなどに変わってき
ており、未解決の事件も増えています。通学路や公園など、
ありふれた場所で起きる脅威から子供達を守るにはどうし
たらいいのでしょうか？ 専門家の先生が、優しく・楽しく
教えてくれる “ 子供防犯スクール ” で一緒に学んでいきま
しょう‼︎
解説：犯罪学者・立正大学文学部 教授（社会学博士）  小宮信夫 

誘拐・連れ去り被害防止

親や先生が知らない！
子供防犯スクール　連れ去り・誘拐編

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0537〕
■ 18 分　■ 2014 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

子どもたちが犯罪被害にあわず、自分自身の安全を守るた
めに、普段からどのようなことに気をつければいいのか、
学んでいく映像教材です。通学路や公園など子どもに身近
な場所を舞台に、具体的にわかりやすく、危険な場所や怪
しい人、危険な目にあった時の対応法を説明していきます。
・危ない場所ってどんなところ？　・一人のときが危ない
・知らない車はとっても危険　・危険な人ってどんな人？
・もしも危険な目にあったら
監修：板橋区教育委員会学校防災・安全教育専門員
　　　鎌倉女子大学 講師　矢崎良明

危険な目に あわないぞ！
ナナミパパの青空防犯教室

誘拐・連れ去り被害防止

誘拐・連れ去り被害防止

こどものための防災・防犯シリーズ
もしものときにできること 全５巻

■ DVD 各巻 50,000 円　〔C#7499〕
■ DVD ＋ CD-ROM の２枚組セット　全５巻

CD-ROM には「もしものためのワークシート＆イラストデータ集」
が入っています

■ 2012 年　★ 危機管理デザイン賞シルバーアワード受賞

こどもたち自身がもしものときのために備えて、安全を意識する力や行動力
を習得し、「自分の命は自分で守る」という意識を持つことができるよう、
楽しみながら、防災や防犯の知識を得ることのできるＤＶＤシリーズ。
監修者による大人向け解説映像も収録。

○ぐらぐらどーん！ 自然災害編① / 地震・津波 （32 分）
○びゅうびゅうざざー！ 自然災害編②
 風水害・雪害・土砂災害・火山噴火 （29 分）
○めらめらもくもく！ 生活安全編① / 火災 （24 分）
○ぶーぶーききー！ 生活安全編② / 交通安全 （22 分）
○にこにこがおー！ 生活安全編③ / 犯罪防止 （29 分）

監修：危機管理教育研究所代表　危機管理アドバイザー　国崎信江

社会教育 防犯・薬物

防
犯
・
薬
物

誘拐・連れ去り被害防止

きみなら どうする？
ゆうかい・いたずらされないために

自分自身で危険から身を守るための方法
を、小さな子どもたちにも理解できるよ
う、わかりやすいアニメーションで描きま
した。
監修：立正大学文学部社会学科 教授
　　　（犯罪社会学）小宮信夫

■ DVD-R 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#2212〕
■ 13 分　■ 2006 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

増加の一途をたどる凶悪犯罪。そこで、
犯罪の防止に役立つ「地域安全マップ」
が注目されています。マップ作成は、危
険な場所を理解し、発見し、危険を避け
る力をつけるために有効な活動です。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2012〕
■ 14 分　■ 2005 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

誘拐・連れ去り被害防止

みんなでつくる地域安全マップ

誘拐や連れ去りに遭わないようにするた
めのスキルを子どもたち自身に身につけさ
せることを目的としています。楽しい CG
キャラクターとともに、様々なケースにつ
いて学んでいきます。
監修：立正大学文学部社会学科 教授
　　　（犯罪社会学）小宮信夫

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1102〕
■ 16 分　■ 2005 年

誘拐・連れ去り被害防止

ぜったい、ゆうかいされないぞ！

昨今、子どもが被害に遭う凶悪犯罪が急
増しています。いつ起きるかもしれない
連れ去り…。子どもを守るために一番大
切なことは、犯罪の起きにくい環境をつく
ることです。
監修：立正大学文学部社会学科 教授
　　　（犯罪社会学）小宮信夫

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2956〕
■ 22 分　■ 2005 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

誘拐・連れ去り被害防止

子ども連れ去り被害防止
地域で考える防犯
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1540〕
■ 19 分　■ 2014 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

危険ドラッグに関する事件や事故が近年急増し、大きな
社会問題となっています。本作品では薬物、特に危険ドラッ
グの危険性、恐ろしさを訴えます。再現ドラマと解説シー
ンで構成し、薬物を拒絶する強い意志を持たせる「動機づ
け」を最大の目的とした内容です。禁断症状、フラッシュバッ
クの激しさをリアルな映像で描き、青少年への危機意識を
惹起します。
監修：星薬科大学 薬品毒性学教室 教授　
　　　世界保健機関薬物依存性専門委員会 委員
　　　薬学博士　鈴木勉

薬物・たばこ

ドラッグの悲劇

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2048〕
■ 指導用手引書＋ワークシート付き
■ 18 分　■ 2013 年
★文部科学省選定

「もしも万引きしたら自分や周囲がどうなるか、どういう心
情になるか」を、主人公の中学生の視点から描く、万引き
防止教材です。万引きした結果、家族・友人関係が崩壊し、
更に万引き被害に遭ったお店にどれだけ被害をもたらすか
視聴者に気づかせます。万引きは窃盗罪という許されない
犯罪であることを、中学生に明確に訴えます。

監修：横浜市立上白根中学校 教諭　平野謙

万引き防止

万引き…
あなたは犯罪者になりたいですか？

「薬物は自分だけでなく家族や周囲の人
間まで苦しめ、依存から抜け出すのは容
易ではない」ことを、薬物体験者自身の
説得力を持つ言葉で、強く訴えかけます。
視聴者に他人事ではなく自分のこととし
て考えさせ、なぜ薬物がいけないのかを
納得させます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0990〕
■ 指導用手引書＋ワークシート付き
■ 21 分　■ 2010 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

薬物・たばこ

知っていますか薬
ド ラ ッ グ

物の真実
－体験者は警告する－

万引きは犯罪。どんな場合でも許されない行為
であり、謝って済む問題ではないということを、
子どもたちにしっかりと伝えます。してはいけな
いことは絶対にしない。そんな強い心を育てる、
ドラマ形式の教材です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2047〕
■ワークシート付き
■ 14 分　■ 2009 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

万引きは、ぜったい悪い！
万引き防止

万引き、薬物乱用、援助交際、かつあげ、ひっ
たくり、暴力…。どうすれば少年犯罪を減らすこ
とができるのか、再現映像と中学生たちの本音
のディスカッションで考えます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　
　〔C#0986〕
■ 19 分　■ 2004 年

少年犯罪　君ならどうする
少年犯罪防止

防犯・薬物社会教育

防
犯
・
薬
物

薬物・たばこ

キッパリことわる
たばこに “ ＮＯ ”

コミカルなドラマ仕立ての喫煙防止教材
ビデオ。資料映像やイメージ映像を交え、
たばこに含まれる有害物質を中心に、た
ばこの正体を詳しく教えます。
監修：国立公衆衛生院 名誉教授　淺野牧茂

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0535〕
■ 16 分　■ 2006 年

薬物・たばこ

キッパリことわる
薬物乱用に “ ＮＯ ”

ドラマ仕立ての薬物乱用防止教材ビデオ。
薬物に関する正しい知識を伝え、薬物乱
用の恐ろしさを訴えかけます。誘いの手
口や断り方の具体例も提示しています。
監修：星薬科大学 教授　鈴木勉

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0536〕
■ 17 分　■ 2006 年
★ 教育映像祭最優秀作品賞

薬物に関する知識や恐ろしさを伝え、薬
物（ＭＤＭＡ）を勧められたときの断り方
を、心の問題を関連させて考えさせる構
成になっています。
監修：埼玉県立越谷総合技術高校
　　　生徒指導主任　長岡邦子
　　　星薬科大学 教授 鈴木勉

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0534〕
■ 指導用手引書＋ワークシート付き
■ 20 分　■ 2005 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

薬物・たばこ

緊急レポート！　ドラッグの罠
蔓延するＭＤＭＡ
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3140〕
■ 19 分　■ 2017 年
★ 文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

消費者トラブルに遭遇した中学生たちが、消費生活セン
ターの相談員からアドバイスを受けながら学んでいき、主
体的に行動していく姿をドラマで描きます。作品を視聴し
た中学生たちが、｢契約｣ について理解し、消費者トラブ
ルの解決法と予防法を知り、消費者の｢権利｣と｢責任｣を
自覚することを狙いとしています。

chapter1　契約と架空請求トラブル
chapter2　通信販売のトラブル
chapter3　消費者の権利と責任

監修：東京経済大学現代法学部 教授　弁護士　村千鶴子

自立した消費者になろう！
「契約」を学び「権利」と「責任」を自覚する

消費者教育

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0987〕
■ 字幕版付き
■ 25 分　■ 2017 年
★ 文部科学省選定・科学技術映像祭特別奨励賞

食品の表示と安全について学ぶ作品です。食品表示の基
本ルールを説明し、食品添加物の役割やその安全基準の
メカニズムを、専門家の解説と図や表を交えて描いていき
ます。食品の安全について、科学的に判断できる力を養う
ことをねらいとしています。

トピック①　食品表示を知ろう
トピック②　食品添加物について知ろう
トピック③　安全な食べ物ってなんだろう？
トピック④　バランスのいい食生活を！

監修：相模女子大学栄養科学部管理栄養学科 教授　三輪操

食品の表示と安全を学ぼう！
科学的に考える力を身につける

消費者教育

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3511〕
■ 字幕版付き
■ 30 分　■ 2016 年　

高齢者を狙った詐欺・悪質商法は巧妙化の一途をたどって
います。被害防止のためには、高齢者自身の対策とともに、
家族や身近な人々の見守りや日頃からの交流が欠かせませ
ん。林家木久扇・木久蔵の親子師匠が演じる落語を楽し
みながら、近年多発する手口の再現ドラマをもとに、被害
に遭わないための対策法、周囲の見守りの大切さを学んで
いきます。高齢者の方々はもちろん、その周囲の方々にも
ぜひ見ていただきたい内容の作品です。
監修：東京経済大学現代法学部 教授　弁護士　村千鶴子

消費者教育

林家木久扇・木久蔵の ダマされちゃいや〜ん！
高齢者を狙う詐欺・悪質商法

近年、高齢者をターゲットにした悪質商
法による被害が増加し続け、手口も巧妙
になっています。この作品では、悪質商
法の被害にあわないためには、高齢者自
らが日頃から関心を持つと同時に、周囲
の人たちとの交流を密にすることの大事
さを描きます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2555〕
■ 22 分　■ 2012 年　
★ 教育映像祭優秀作品賞

消費者教育

阿藤快の あっ、と撃退！ 悪質商法
お年寄りを守るご近所の力

中学生の自らの身近な消費行動を通して、
消費者であることを自覚し、契約など消
費者としての基礎知識、権利と責任につ
いて理解を深めることを狙いとした内容
です。
監修：東京経済大学 教授　弁護士　村千鶴子

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1396〕
■ 16 分　■ 2012 年

消費者教育

中学生も消費者です
契約トラブルや権利と責任を学ぶ

消費者教育

青空球児・好児のお年寄りの安全生活術
だまされるな！ 振り込め詐欺・悪質商法

いっこうに減る気配のない『振り込め詐
欺』と『点検商法』。その悪質な手口の
特徴と対策を考えます。青空球児・好児
さんの軽妙な漫才と再現映像で学ぶ、オ
モシロおかしく、ためになる、お年寄り
向けのビデオです。　
監修：東京経済大学 教授　弁護士　村千鶴子

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2552〕
■ 解説書付き
■ 22 分　■ 2009 年　
★文部科学省選定

消費者教育

知っていますか？
食品のかしこい選び方　旬の食材・食品添加物

知っているようで意外に知らない、食品
の旬や食品表示、食品添加物について取
り上げた教育ビデオです。『食品の裏側』
の著者・安部司氏の監修です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0992〕
■ 22 分　■ 2007 年
★ 教育映像祭最優秀作品賞

社会教育　消費者教育

消
費
者
教
育
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子育て・保育

楽しい子育て支援・保育ビデオ
ほめ上手　叱り上手

良い親子関係をつくりだすほめ方、叱り
方とはどのようなものなのでしょうか。赤
ちゃんが生まれたときからの信頼関係を
築く方法を示します。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3251〕
■ 20 分　■ 2006 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

子育て・保育

楽しい子育て支援・保育ビデオ
一人でがんばらない

子育ては喜びであるとともに、誰もが不
安や悩みを抱えるものです。地域の中に
仲間をつくり、楽しい子育ての形をつくり
だしていきましょう。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3252〕
■ 21 分　■ 2006 年

子どもの発達のスピードは一人一人違いますが、日々の遊びや生活の
中での体験を通して、体や心を発達させていく道すじは共通していま
す。子どもはどのような道すじを通って発達していくのか、0 歳から
の子どもの発達を追います。
監修：埼玉大学 教授　首藤敏元

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 19 分　■ 2010 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

子育て・保育

子どもの育ち
０歳からの発達の道すじ

ある家族の「養育里親になって乳児院か
ら子供を迎え入れるまで」の過程をドラ
マで描きます。同時に、里親制度とはど
のようなものなのか、わかりやすく伝えて
いきます。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 21 分　■ 2015 年
★文部科学省選定・社会福祉法人子どもの虐待防止センター推薦
　公益財団法人全国里親会推薦・教育映像祭優秀作品賞

子どもとのかかわり

この子に家庭の幸せを！
里親制度を考える

幼稚園教員や保育所保育士、それを目指
す学生のための研修教材です。幼児を理
解する力や指導力を高めることを目的とし
て、わかりやすく構成されています。

■ DVD-R 54,000 円　㊫ 27,000 円　〔C#1395〕
■ 21 分　■ 2005 年
★文部科学省選定

子育て・保育

チケットつくってきたんだけど
ふくらむイメージ・支える教師

この DVD は、自然出産を選んだ 12 組の家族
の感動の姿です。お母さんとなる人たちがどの
ように安心しきってお産を迎えているかがよくわ
かっていただけるでしょう。お産を控えた方々、
家族の方々にぜひ見ていただきたい映像詩です。
ナレーション：土屋アンナ　音楽：南方美智子

■ DVD 2枚組 15,200 円　㊫ 4,200 円
　〔C#7499〕
■ 35 分　■ 2014 年

新版　Born to be Loved 2
『愛されるために生まれてきた』 （2枚組 DVD）

子どもとのかかわり

社会教育　家庭と地域・虐待防止
子育て・保育

生きる力を育む保育
心と身体の発達

０歳から６歳まで、子どもはどのような発
達の過程を辿り、生きる力を身に付けて
いくのでしょうか。歳ごとの発達の様子を
ドキュメントします。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2567〕
■ 21 分　■ 2003 年
★文部科学省選定

子育て・保育

生きる力を育む保育
生活習慣としつけ

子どものしつけは、いつ頃からどのように
して行えば良いのでしょうか。しつけをす
る際に何が大切なのかを探ります。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2569〕
■ 20 分　■ 2003 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

子育て・保育

生きる力を育む保育
自発性と意欲

反抗期は子どもの発達過程でどうしても
通らなければならない過程。こうした反
抗期をくぐり抜けてこそ、自主性や意欲
が身に付いてくるのです。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2568〕
■ 22 分　■ 2003 年
★文部科学省選定

子育て・保育

生きる力を育む保育
遊びと人とのかかわり

子どもは遊びが仕事。遊ぶことで脳に刺
激が伝わり、鍛えられ、運動神経も発達
します。その過程で大切なのが、人との
関わりです。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2570〕
■ 21 分　■ 2003 年
★文部科学省選定

生きる力を育む保育シリーズ　■ DVD-R 4巻セット 240,000 円　㊫ 120,000 円　〔C#2571〕

家
庭
と
地
域
・
虐
待
防
止
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被災地では子どものケア、ＰＴＧの取り組
みが行われています。小学校で実施され
た映画づくり。それは子どもたちに傷つい
た心と向き合い、地域を見直し、明日の
希望を与えるものでした。児童虐待、い
じめなど傷ついた子どもの心になにが必要
か、被災地の取り組みを通じて学びます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 20 分　■ 2014 年

子どもとのかかわり

ＰＴＧ　子どもの心の回復
豊間小学校子ども映画学校

未成年の女性二人の事例をドラマ仕立て
で描き、対比させながら、妊娠や出産に
戸惑ったときには絶対に一人で悩まず、「相
談機関に相談する」「医療機関を訪ねる」
ことを強く訴えます。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は中学校・高校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 24 分　■ 2015 年
★ 社会福祉法人 子どもの虐待防止センター推薦

虐待防止

妊娠・出産に戸惑うあなたへ
児童虐待を防ぐ

母親なら誰でも感じる子育ての不安。そ
の不安から起因する問題とその解決法
を、再現ドラマや、埼玉県和光市での取
り組みを見ながら、わかりやすく紹介し
ます。
監修：日本社会事業大学 専門職大学院
　　　准教授　宮島清

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 19 分　■ 2012 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

虐待防止

子育てに希望を！
児童虐待のない社会のために

教師、親、カウンセラーが一体となり、いじめ
問題に取り組むためのマニュアルを紹介。再現
ドラマを交え、大日向雅美、斎藤環、尾木直樹
各先生がわかりやすく解説します。

■ DVD 50,000 円　㊫ 25,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 50,000 円　㊫ 25,000 円
■ 32 分　■ 2007 年

いじめ脱却マニュアル
いますぐできる対応法

子どもとのかかわり

子どもとのかかわり

直木賞受賞作「ビタミンＦ」より
セッちゃん

高木家は父・雄介、母・和美、娘・加奈子
の３人家族。ある日、加奈子が、いじめに
あう「セッちゃん」という転校生について
話しだした…。直木賞受賞作の映像化。
原作：重松清（新潮社刊）
出演：近藤芳正ほか

■ DVD-R 90,000 円　㊫ 45,000 円　〔C#4203〕
■ 34 分　■ 2004 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

子どもとのかかわり

子どもの非行と親の接し方
子どもに無関心な親の例、子どもを見捨
てようとする親の例の二つのエピソードを
通し、子どもの非行・再犯を防ぐための
望ましい親の接し方を示します。
指導：帝京大学心理学科 教授　白倉憲二
　　　駒沢女子大学人間関係学科
　　　教授　平松千恵子

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2958〕
■ 23 分　■ 2006 年
★文部科学省選定

ドラマ形式の教材。薬物に手を染めてしまった
少年たちの家庭のあり方を問うとともに、当人
が肉体的・精神的に転落していく様子を描き、
薬物の怖さと遵法の精神を訴えます。

■ DVD-R 78,000 円　㊫ 39,000 円
　〔C#3798〕
■ 26 分　■ 2003 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

薬物乱用・親として
子どもとのかかわり

秋田県での取り組みを例に、行政や地域に今求
められている自殺防止、うつ病対策を紹介しま
す。うつ病について正しく理解し、患者を見守っ
ていくようなシステムを地域で築く重要性を訴え
ていきます。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 65,000 円
■ 23 分　■ 2011 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

自殺を防ぐ地域力
悩む人々を救うふれあいの輪

地　域

お年寄りの交通事故を防止するため、幼馴染の
同級生たちが交通安全ボランティアに立ち上が
る！ お年寄りが積極的に生きる大切さ、交通安
全の大切さを訴えます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円
　〔C#3936　字幕版 C#3937〕
■ 22 分　■ 2005 年
★文部科学省選定・全日本交通安全協会推薦

地　域

お年寄りの交通安全
われら交通安全ボランティア

「不登校をなじられ暴力へ」「非行行動を止めた
もの」。二つの事例ドラマを通じて、少年犯罪や
非行行動を起さないために、子どもとどういう
ふれあいが必要かを学びます。

■ VHS 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 25 分　■ 2008 年

子どもとのかかわり

子どもの人権を考える
傷つけられる思春期　子どもとの会話を取り戻すために

社会教育
家庭と地域
虐待防止

家
庭
と
地
域
・
虐
待
防
止
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児童虐待の現状と背景を関係者への取材映像を
通して描き、虐待防止と子どもの人権を守るため
に私たちに何ができるかを考えていきます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3130〕
■ 字幕版付き
■ 23 分　■ 2011 年

虐待防止

現代社会と人権シリーズ
児童虐待と子どもの人権

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3540〕
■ 字幕版付き
■ 25 分　■ 2015 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

虐待というと激しい暴力を思い浮かべますが、必ずしもそ
うした行為ばかりを指すのではありません。日常の中で不
適切な子育てを繰り返せば虐待になり得ます。虐待の芽
は日常生活の中に潜み、誰もが虐待の当事者になる可能
性があるとも言えます。そうした観点に基づき、ドラマと
専門家の解説を通して、日常の子育ての中で起こりがちな
問題点を示し、虐待を防ぐために私たちができることを描
いていきます。
監修：社会福祉法人 子どもの虐待防止センター 理事　片倉昭子

防ごう 子どもの虐待
日常の子育てから考える

虐待防止

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3541〕
■ 字幕版付き
■ 28 分　■ 2015 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

高齢化の進む現代社会において、親や年老いた夫・妻の
介護は、多くの人にとって避けて通れない問題となってい
ます。弱い立場の高齢者を心ならずも虐待してしまうこと
は、誰にでも起こり得ます。働きながら認知症の親の介
護をする２つの事例を、老老介護の問題も含めてドラマで
描き、どのような場面で虐待をしそうになるかを示すこと
で、虐待を未然に防ぐにはどうすれば良いかを考えていき
ます。
監修：認知症介護研究・研修仙台センター センター長
　　　加藤伸司

防ごう 高齢者虐待
日常の介護から考える

虐待防止

高齢者虐待の事例を再現ドラマで示すとともに、2006 年に施行さ
れた法令の周知を図り、虐待防止のあり方や、悩みを抱えた介護者
を支援することの大切さを訴えます。
監修：駒澤大学 文学部社会学科 准教授　荒井浩道

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 24 分　■ 2012 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

虐待防止

なぜ、介護者が虐待を…
介護者支援から高齢者虐待のない社会へ

なぜ児童虐待が増え、どのようにすれば子どもの命を救えるのか、
周囲の人々が援助する方法は何か。ケーススタディドラマや関係者の
話などで解決の方向性を示します。
監修：日本社会事業大学 専門職大学院 准教授　宮島清

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 22 分　■ 2012 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

虐待防止

あたたかい眼差しを
虐待から子どもを守る

虐待防止

虐待防止シリーズ
幼児・児童虐待　見えない虐待をしないために

実例 3 話のオムニバスドラマ。仁木やす
子先生が問題点と虐待を防ぐ対応法を紹
介。巻末で富田富士也先生が求められる
親の気づきをアドバイスします。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2847〕
■ 字幕版付き／解説書・チェックシート付き
■ 25 分　■ 2008 年　★文部科学省選定

虐待防止

虐待防止シリーズ
高齢者虐待　尊厳を奪わないために

実例 3 話のオムニバスドラマ。田中荘司
先生がドラマに沿って、介護の問題点と
虐待防止の対応法を分かりやすく紹介し
ます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2848〕
■ 字幕版付き／解説書・チェックシート付き
■ 26 分　■ 2008 年　★文部科学省選定

虐待防止

虐待防止シリーズ
配偶者虐待　ＤＶを許さない・しないために

実例 2 話のオムニバスドラマ。自らがＤＶ
被害者でもある高橋実生先生がドラマに
沿って、問題点と対処法を紹介します。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2849〕
■ 字幕版付き／解説書・チェックシート付き
■ 25 分　■ 2008 年　★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

■ DVD 3巻セット 180,000 円　㊫ 90,000 円　〔C#2850〕

家庭と地域
虐待防止社会教育

家
庭
と
地
域
・
虐
待
防
止
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3138〕
■ 字幕版・副音声版付き
■ 30 分　■ 2016 年

障がい者は、自分とは違う世界の人…。自分とは違う存在
や理解しにくい相手を恐れ、排除してしまう…。そんな「心
のバリア」を、あなたも感じたことはないですか？ このビ
デオに出ている人たちの多くも、最初は壁を感じていまし
た。しかし相手に向かって一歩踏み出すことで、必ず壁に
は穴があき、そこから新しい景色が見える…。そんな三つ
の実例を追いかけました。ナレーター：田畑智子
１ 聞こえないから、伝わらない？　こころおと
２ 彼女は何故踊るのか　ジェネシス オブ エンターテイメント
３ あなたがもし視覚を失ったら？　ダイアログ・イン・ザ・ダーク

障害者福祉

障がいを越えて

■ DVD 80,000 円　〔C#6231〕
■ 字幕副音声版付き
■ 34 分　■ 2016 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

スーパーマーケットで働く青年、歩と正人。歩には知的障
害がありますが、子どもの頃は共に遊び、共に学ぶ「大切
な友だち」でした。しかし、大人になった二人を隔てる健
常者と障害者という壁。その壁を作っているのは誰なのか。
二人の成長と職場での人間模様を通して、社会的な課題
でもある『合理的配慮』についても触れ、見る方々が自分
自身の問題として考えるきっかけとなるドラマ教材です。

障害者福祉

風の匂い

2016年から施行されている「障害者差別
解消法」に伴い、企業や商店には「合理
的配慮」の努力義務が課せられるように
なりました。この作品では「肢体不自由」

「視覚障害」「聴覚障害」を持つ方々が感
じる不便さに、どのように対応すべきか
解説していきます。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 20 分　■ 2017 年
★ 社会福祉法人新宿区障害者福祉協会ほか推薦・教育映像祭優秀作品賞

障害者福祉

障害者は困っています！
合理的配慮へのポイント①（肢体不自由、視覚障害、聴覚障害）

街で障害者に出会ったとき、どのように
行動したら良いのか、実際の場面を見な
がら考えていきます。
・目の不自由な人と出会った場合
・耳の不自由な人と出会った場合
・車いすの人と出会った場合

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3113〕
■ 字幕版付き／解説書・チェックシート付き
■ 23 分　■ 2008 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

障害者福祉

障害のある人とのふれあいと人権
今まで声をかけられなかったあなたへ

2016年から施行されている「障害者差別
解消法」に伴い、企業や商店には「合理
的配慮」の努力義務が課せられるように
なりました。この作品では「発達障害」「知
的障害」「精神障害」を持つ方々が感じ
る不便さに、どのように対応すべきか解
説していきます。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 20 分　■ 2017 年
★ 社会福祉法人新宿区障害者福祉協会ほか推薦

障害者福祉

障害者は困っています！
合理的配慮へのポイント②（発達障害、知的障害、精神障害）

障害者福祉

障害者福祉啓発ビデオ
みみをすます

聾のゆんみと聴導犬サミーが音楽と出会
う旅の物語。ゆんみは様々な出会いの中
で、聾でも心で音楽を表現できる事を知
ります。障害とは何かを問う、福祉啓発
作品。
出演：谷川俊太郎、ロバの音楽座ほか

■ DVD-R 90,000 円　㊫ 45,000 円　〔C#3639　字幕版 C#3640〕
■ 46 分　■ 2005 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

近年、障害のある人々が健常者と同様に生活し
活動できるよう、整備が進められています。そ
うした流れの中で、実際に地域社会へ出て暮ら
し始めている障害者たちを取材しました。

■ DVD-R 78,000 円　㊫ 39,000 円
　〔C#2886〕
■ 27 分　■ 2004 年
★文部科学省選定

障害者福祉

現代社会と人権
「障害者」それぞれの暮らし それぞれの自立

健常者との接し方や社会生活の中で感じ
る様々な問題点について、障害を持つ人
が自らの視点で語っていきます。障害者
の思いを理解し、接し方や手助けのあり
方を学んでいきます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3093〕
■ 20 分　■ 2001 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

障害者福祉

障害者の心

社会教育　福祉・介護・高齢者

福
祉
・
介
護
・
高
齢
者
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いのちの学習

いのちを学ぶ
生きること死ぬこと

生と死の現場にいる人々を取材し、命を
支える家族や周囲の人々の真摯な姿か
ら命の大切さを訴えかけるドキュメンタ
リー作品。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0111〕
■ 指導の手引書付き
■ 22 分　■ 2006 年
★文部科学省選定

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2573〕
■ 字幕版・副音声版付き／研修用解説書データ収録
■ 35 分　■ 2017 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

もしも、あなたの身近な人が、重い病になったとしたら？
このビデオでは二組の「いのちに寄り添う」人々に密着取
材しました。２人に１人が、がんになる時代。現代日本に
生きる全ての人々が考えるべき、命のドキュメンタリー教
材です。
ナビゲーター：中村有志
解説：ふじ内科クリニック 医師
　　　ＮＰＯ日本ホスピス・在宅ケア研究会 理事　内藤いづみ

いのちに寄り添う
〜ターミナルケアと人権〜

いのちの学習

一般の方や医療従事者向けに、スピリチュアル
ケアや、ＱＯＬ（クオリティ・オブ・ライフ）の
在り方をわかりやすく説明しています。岐阜県養
老町で在宅医療を支えるクリニックの活動を捉
えながら、尊厳のある生き方・死に方とは何か
を問います。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 26 分　■ 2013 年
★文部科学省選定・映文連アワード部門優秀賞
　ワールドメディアフェスティバル銀賞

最期の願い
どうする 自宅での看取り

いのちの学習

障害者福祉

ノーマライゼーションを考えるシリーズ
知的障害者　自立という選択

施設に暮らし自立を目指す知的障害者や
グループホームで暮す障害者、就労して
いる障害者、働きながら結婚生活を送っ
ている障害者たちやその周辺でフォロー
している人々を取材し、知的障害者との
共生の今を考えます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円
　〔C#3432　字幕版 C#3423〕
■ 22 分　■ 2004 年　★文部科学省選定

障害者福祉

ノーマライゼーションを考えるシリーズ
身体障害者　社会に向けて自分を発信する

パソコンを使って自宅で就労している身
体障害者や、障害者ならではの視点で会
社を経営している障害者、劇団を主宰す
ることで自分を発信している障害者に取
材し、身体障害者との共生の今をレポー
トします。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円
　〔C#3433　字幕版 C#3424〕
■ 22 分　■ 2004 年　★文部科学省選定

■ DVD-R 3巻セット 180,000 円　㊫ 90,000 円
　〔C#3431　字幕版 C#3422〕

障害者福祉

ノーマライゼーションを考えるシリーズ
精神障害者　歪んだイメージを問い直す

精神障害者の 7 割を占める統合失調症を
中心に精神障害者の今を伝えます。23
年間入院していた精神病院を退院して自
活をはじめる人、精神障害者の就労の現
状、ピアサポート活動などを取り上げま
す。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円
　〔C#3434　字幕版 C#3425〕
■ 22 分　■ 2004 年　★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

障害者福祉

バリアフリー社会を考えるシリーズ
車いすの人に出会ったら

３人の若者が、車いすの人の手助けや福
祉機器の疑似体験にチャレンジ。車いす
に乗って街に出ると予想以上に大変だと
いうことに気づきます。車いすの押し方、
段差の越え方などを具体的に解説。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#3477〕
■ 11 分　■ 2001 年
★文部科学省選定

障害者福祉

バリアフリー社会を考えるシリーズ
目の不自由な人に出会ったら

目の不自由な人が困っていたら、まず、
声をかけて腕・肩を貸すこと。一緒に歩
く方法や信号の渡り方、階段の歩き方、
電車の乗り方などを具体的に学んでいき
ます。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#3478〕
■ 11 分　■ 2001 年
★文部科学省選定

障害者福祉

バリアフリー社会を考えるシリーズ
耳の不自由な人に出会ったら

耳栓をして街に出た若者たちは、音が聞
えないことによる危険や不便さを痛感。
耳の不自由な人にとって何よりも強い味
方は、その場に居合わせた人のちょっと
した支援の心だということに気づきます。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#3479〕
■ 11 分　■ 2001 年
★文部科学省選定

■ DVD-R 3巻セット 150,000 円　㊫ 75,000 円　〔C#3480〕

社会教育
福祉・介護
高齢者

福
祉
・
介
護
・
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齢
者
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※ 制作中につき、内容・価格等が変更となる場合があります
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円（予価）　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 19 分（予定）　■ 2018 年７月発売予定

認知症の人に出会ったとき、どのように接すれば良いので
しょうか。この教材は、認知症について初めて学ぶ方々を
対象としたものです。認知症とは何かという正しい知識、
そして認知症の人への接し方の基本。この２つに内容をし
ぼり、具体的なハウツー映像と、専門用語を使わない平
易な言葉で、誰にでもわかりやすく解説していきます。入
門編として最適な内容の教材です。
監修：川崎幸クリニック院長
　　　公益社団法人 認知症の人と家族の会 副代表理事
　　　杉山孝博

認知症を知る

はじめて認知症の人に接するあなたへ

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3397〕
■ 字幕版付き／解説シート付き　■ 30 分　■ 2016 年
★ 文部科学省特別選定・公益社団法人認知症の人と家族の会推薦

教育映像祭最優秀作品賞

監修：川崎幸クリニック院長
　　　公益社団法人 認知症の人と家族の会 副代表理事
　　　杉山孝博

認知症を知る

認知症と向き合う

※ 制作中につき、内容・価格等が変更となる場合があります
■ DVD 50,000 円　㊫ 25,000 円（予価）　〔C#7499〕
■ 14 分（予定）　■ 2018 年７月発売予定

小学校高学年から中学生を対象とした、認知症を初めて
学ぶための教材です。認知症になるとどうなるの？ 何度
も同じことを聞かれたらどうすればいいの？ ‥‥そうした
疑問に答えるかたちで、認知症とは何か、認知症の人とど
う接すれば良いのかを、再現ドラマなどを通して、わかり
やすく解説します。正しい基礎知識をシンプルに伝える、
子ども向けに特化した内容の教材です。
監修：川崎幸クリニック院長
　　　公益社団法人 認知症の人と家族の会 副代表理事
　　　杉山孝博

認知症を知る

認知症って、なんですか？

第１巻　食事の場面から就寝の場面まで
　　　　を観て学ぶ（38 分）
第２巻　介護福祉士、利用者同士のやり
　　　　とりを観て学ぶ（33 分）
第３巻　さまざまな利用者と介護福祉士
　　　　の場面から学ぶ（37 分）

■ DVD 各巻 30,000 円　㊫ 20,000 円　〔C#7499〕
■ 冊子付き
■ 2012 年

介護・ケア

観て聴いて感じ取る認知症ケア 全３巻
質の高い介護を目指して

第 1 巻　特別養護老人ホーム 11 分
第 2 巻　介護老人保健施設 11 分
第 3 巻　障害福祉サービス 10 分
第 4 巻　訪問介護サービス（生活援助編） 11 分
第 5 巻　デイサービス 11 分
第 6 巻　グループホーム 10 分
第 7 巻　小規模多機能型居宅介護サービス 11 分
■ DVD 各巻 10,500 円 ㊫  7,000 円 〔C#7499〕
■ DVD 7巻セット 70,500 円 ㊫ 47,000 円 
■ 2009 年
★文部科学省選定

介護・ケア

介護福祉士の仕事 全７巻

介護する側の心のケアに焦点を当てたビデオです。自ら介護を一人で
背負い込まず、無理なく介護をすすめるポイントを紹介します。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2815〕
■ 19 分　■ 2004 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

介護・ケア

がんばり過ぎない がんばらない 介護のすすめ

社会教育
福祉・介護
高齢者

福
祉
・
介
護
・
高
齢
者

高齢化の進展に伴い、認知
症の人が今後さらに増加す
ることが予測されています。
一方で、多くの人たちが認
知症に対して知識不足であ
り、偏見を抱いているので
はないでしょうか。
本作品は、認知症によくみ
られる症状、認知症の人の
思いと家族の気持ちの変
化、症状の理解、介護者の
交流の大切さなどを描いた
ドラマ教材です。認知症の
人もその周囲の人も、よりよ
く生きていけるように。認
知症について正しい知識を
持ち、認知症の人の視点に
立って認知症への理解を深
めることを目的として制作し
ています。
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振り込め詐欺についての知識を持ちながらも、騙され新たな被害者と
なる高齢者。それはいったいなぜなのか。どうしたら防げるのか。実
際に起きた事例を再現映像で検証しながら、理由と対策を明らかに
していきます。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 22 分　■ 2013 年
★文部科学省選定・日本市民安全学会推薦

高齢者の生活安全

ねらわれています！ あなたも
多発する振り込め詐欺

高齢者虐待の事例を再現ドラマで示すとともに、2006 年に施行さ
れた法令の周知を図り、虐待防止のあり方や、悩みを抱えた介護者
を支援することの大切さを訴えます。
監修：駒澤大学 文学部社会学科 准教授　荒井浩道

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 24 分　■ 2012 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

介護・ケア（虐待防止）

なぜ、介護者が虐待を…
介護者支援から高齢者虐待のない社会へ

介護・ケア（虐待防止）

虐待防止シリーズ
高齢者虐待　尊厳を奪わないために

実例 3 話のオムニバスドラマ。田中荘司
先生がドラマに沿って、介護の問題点と
虐待防止の対応法を分かりやすく紹介し
ます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2848〕
■ 字幕版付き
■ 26 分　■ 2008 年
★文部科学省選定

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3511〕
■ 字幕版付き
■ 30 分　■ 2016 年　

高齢者を狙った詐欺・悪質商法は巧妙化の一途をたどって
います。被害防止のためには、高齢者自身の対策とともに、
家族や身近な人々の見守りや日頃からの交流が欠かせませ
ん。林家木久扇・木久蔵の親子師匠が演じる落語を楽し
みながら、近年多発する手口の再現ドラマをもとに、被害
に遭わないための対策法、周囲の見守りの大切さを学んで
いきます。高齢者の方々はもちろん、その周囲の方々にも
ぜひ見ていただきたい内容の作品です。
監修：東京経済大学現代法学部 教授　弁護士　村千鶴子

高齢者の生活安全

林家木久扇・木久蔵の ダマされちゃいや〜ん！
高齢者を狙う詐欺・悪質商法

近年、高齢者をターゲットにした悪質商
法による被害が増加し続け、手口も巧妙
になっています。この作品では、悪質商
法の被害にあわないためには、高齢者自
らが日頃から関心を持つと同時に、周囲
の人たちとの交流を密にすることの大事
さを描きます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2555〕
■ 22 分　■ 2012 年　
★ 教育映像祭優秀作品賞

高齢者の生活安全

阿藤快の あっ、と撃退！ 悪質商法
お年寄りを守るご近所の力

高齢者の生活安全

青空球児・好児のお年寄りの安全生活術
だまされるな！ 振り込め詐欺・悪質商法

いっこうに減る気配のない『振り込め詐
欺』と『点検商法』。その悪質な手口の
特徴と対策を考えます。青空球児・好児
さんの軽妙な漫才と再現映像で学ぶ、オ
モシロおかしく、ためになる、お年寄り
向けのビデオです。　
監修：東京経済大学 教授　弁護士　村千鶴子

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2552〕
■ 解説書付き
■ 22 分　■ 2009 年　
★文部科学省選定

高齢者の生活安全

青空球児・好児のお年寄りの安全生活術
防ごう！ 家庭内・外出時の事故

お年寄りの事故の半数以上は家の中で起
き、中でも一番多いのが転倒事故。青空
球児・好児さんの軽妙な漫才と再現映像
で、その対策を学んでいきます。歩道で
の事故、ひったくり対策についても触れ
ています。　
監修：東京経済大学 教授　弁護士　村千鶴子

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2551〕
■ 解説書付き
■ 20 分　■ 2009 年　
★文部科学省選定

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3541〕
■ 字幕版付き
■ 28 分　■ 2015 年　
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

高齢化の進む現代社会において、親や年老いた夫・妻の介
護は、多くの人にとって避けて通れない問題となっています。
弱い立場の高齢者を心ならずも虐待してしまうことは、誰に
でも起こり得ます。働きながら認知症の親の介護をする２つ
の事例を、老老介護の問題も含めてドラマで描き、どのよう
な場面で虐待をしそうになるかを示すことで、虐待を未然に
防ぐにはどうすれば良いかを考えていきます。

監修：認知症介護研究・研修仙台センター センター長　加藤伸司

防ごう 高齢者虐待
日常の介護から考える

介護・ケア（虐待防止）

社会教育
福祉・介護
高齢者

福
祉
・
介
護
・
高
齢
者
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実写とＣＧキャラクターでインフルエンザ
について学んでいきます。インフルエンザ
の基礎知識、感染経路、普段からの対策、
咳エチケットなど、感染の多い季節に必
要な知識を楽しく学べます。
監修：浜松大学・大学院 健康プロデュース学部
　　　心身マネジメント学科 教授　戸田芳雄

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0631〕
■ 17 分　■ 2009 年
★文部科学省選定

健康管理

げきたい！ インフルエンザ
かからないために、うつさないために

高齢者が日頃から行っている熱中症対策には思
わぬ落とし穴があることを、「からだ」「すまい」「水
分補給」の３つの観点から、専門医師の解説を
交えて提示します。その上で、高齢者の体質に
見合った正しい予防方法を紹介します。
監修：昭和大学病院 救命救急センター長　三宅康史

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 24 分　■ 2016 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

命を奪う熱中症
〜熱中症予防を検証する〜

健康管理

「インフルエンザ・ノロウイルス胃腸炎」「麻しん
（はしか）・風しん」「デング熱」「日本脳炎」を
取り上げます。感染症についての基本的な知識
とその予防方法を身に付け、自分自身と家族、
周りの人々を感染症から守るために正しく実践し
ていくことの大切さを訴えます。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 25 分　■ 2016 年
★文部科学省選定

突然、高熱が…感染拡大
その症状と予防策

健康管理

なぜ更年期障害が起こるのかを解説し、注意す
べき点や、快適に過ごすための工夫を説明しま
す。身体のメンテナンスを行うきっかけとして、
更年期を捉えてもらうことを訴えます。

■ DVD 55,000 円　〔C#7499〕
■ 23 分　■ 2015 年
★文部科学省選定・日本産科婦人科学会推薦
　日本助産師会推薦・日本産婦人科医会推薦
　教育映像祭優秀作品賞

あなたの更年期 どう過ごす？
身体のメンテナンスを考える

健康管理

学校は感染症が一気に拡大する恐れがあ
り、子供たち自身が感染症を正しく理解
し予防する必要があります。様々な感染
症の症状や予防策を、小学生向けに分か
りやすく示します。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の学校特別価格は小学校にのみ適用されます
■ 18 分　■ 2016 年

健康管理

感せんしょうが流行るのはなぜ？
ウイルスの感せんを予ぼうする方法

健康管理

クイズで考える
健診結果の見方、活かし方　全４巻

健康診断は何を検査しているのか、検査
値と健康上のリスクの関係、その予防や
対策について解説します。
1 巻 メタボリックシンドローム （27 分）
2 巻 血圧 （28 分）
3 巻 血糖値 （28 分）
4 巻 脂質（LDL コレステロール） （28 分）

■ DVD 各巻 40,000 円　〔C#7499〕
■ 2015 年

健康管理

予防できる結核のコンテンツＤＶＤ
結核ってなに？

結核は過去の病気ではありません。今でも
1日に 68 人の新しい患者が発生し、6 人
が命を落としている、日本の重大な感染症
なのです。詳細で美しいコンピューター・
グラフィックスを使い、若年層にもわかり
やすく教えることのできるＤＶＤです。
監修：（公財）結核予防会結核研究所 名誉所長　森亨

■ DVD 40,000 円　㊫ 20,000 円　〔C#7499〕
■ バリアフリー対応日本語字幕表示機能付き
■ 51 分　■ 2010 年

健康管理

予防できるガンのコンテンツＤＶＤ
「子宮頸ガン」ってなに？

子宮頸ガンは正しい知識で予防できる病
気です。国内でも子宮頸ガンワクチンが
認可となり、子宮頸ガンに対する認識が
高まっています。子宮頸ガンの概要から、
ヒトパピロマウィルス（ＨＰＶ）との関係、
予防法などをわかりやすく説明していき
ます。

■ DVD 40,000 円　㊫ 20,000 円　〔C#7499〕
■ バリアフリー対応日本語字幕表示機能付き
■ 28 分　■ 2010 年

社会教育　健康管理

■ DVD 各巻 25,000 円　〔C#7499〕
■ 2014 年

健康管理

放射能と健康　全２巻
放射能 ･ 放射線に関する知識と身体への
影響に関して、私たちがどう対応すれば
いいのかを、実写とアニメーションで分
かりやすく紹介します。子どもも大人も、
日々の暮らしに役立てることができます。
各巻、巻末資料付き。
監修：認定特定非営利活動法人 原子力資料情報室

第１巻　放射能・放射線とは何か？
（本編 24 分／巻末資料 4 分）
放射能とは何かという素朴な疑問を原子の仕組
みからはじめて、放射能 ･ 放射性物質それぞれ
の違い、放射線の原理まで分かりやすく紹介し
ます。

第２巻　放射能の身体に与える影響
（本編 19 分／巻末資料 6 分）
放射線の具体的な身体への影響を知るとともに、
外部被ばくと内部被ばくの違いや子どもと大人へ
の影響の違いなどを紹介していきます。

健
康
管
理
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①あなたの睡眠、足りてますか？
　～睡眠不足と睡眠障害～

②快眠習慣のための１０の方法
　～ぐっすり眠りたい、よりよく眠りたい～

■ DVD 各巻 40,000 円　〔C#7499〕
■ 解説テキスト付き
■ 各巻 24 分　■ 2012 年

健康管理

働く人の睡眠と健康 全２巻

熱中症の特徴的な症状、さまざまな要因や仕組み、環境条件に応じ
た熱中症の事例、応急処置や救助の求め方など、熱中症の予防と対
策を紹介します。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 65,000 円　㊫ 33,000 円
※この商品の学校特別価格は幼稚園、大学には適用されません
■ 18 分　■ 2011 年

健康管理

知って防ごう熱中症

日本人の半数、30 歳以上の 80％がかかって
いると言われる歯周病は、生活習慣から引き
起こされる生活習慣病の一つです。その予防
と対策を詳しく説明します。
監修：東京医療保健大学大学院
　　　臨床教授　田口正博
■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 15 分　■ 2014 年

健康管理

歯周病菌が身体を蝕む
対策は歯みがきと生活習慣改善

女性ホルモンとの関係が深いとされる、歯周
病。その予防には定期的な歯科医院のチェッ
クが重要です。日頃からのケアが、自身の健康、
そして家族の健康を守ることを強く訴えます。
監修：東京医療保健大学大学院
　　　臨床教授　田口正博
■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は中学校・高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 14 分　■ 2014 年

健康管理

歯周病菌は赤ちゃんにもうつる
女性と歯周病対策

自然災害のみならず、事故、事件など何らかの惨事に職場や労働者
が遭遇、被災した場合に、長期的な落ち込みや PTSD に至らないた
めの予防策を解説します。
●トラウマ、ＰＴＳＤとは？ ●回復のための心構え
●トラウマ、ＰＴＳＤの個人差 ●周囲のサポート
●トラウマ、ＰＴＳＤとなるきっかけ ●管理監督者の役割
■ DVD 45,000 円　〔C#7499〕
■ 30 分　■ 2011 年

健康管理

働く人の被災後の心のケア
トラウマ・ＰＴＳＤを知る　①被災者編

「乳がん」のしくみや症状、検診とはどういうものか、がんと診断さ
れた場合の治療方法などを紹介し、デジタルマンモグラフィとそれを
用いた遠隔診断についても説明します。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 65,000 円　㊫ 33,000 円
※この商品の学校特別価格は幼稚園、大学には適用されません
■ 20 分　■ 2011 年

健康管理

勇気を出して乳がん検診
早期発見が大切ないのちを守る

子宮頸がんの発症のしくみや症状、検診内容や、がんと診断された
場合の治療方法、そして予防ワクチンについてを紹介します。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 65,000 円　㊫ 33,000 円
※この商品の学校特別価格は幼稚園、大学には適用されません
■ 20 分　■ 2011 年

健康管理

大切ないのち　子宮頸がんから守る
早期発見・早期診断・早期治療

ガン、脳卒中、心臓病は生活習慣病の代表的なものです。最近発見
されたアディポネクチンの働きや、改善すべき生活習慣を分かりやす
く解説します。また健康長寿をめざすための心構えも示します。

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 17 分　■ 2011 年
★ＮＰＯ「生活習慣病と予防医学を考える会」推薦

健康管理

中高年のための健康教室
老後をすこやかに過ごすために

健康管理社会教育

健
康
管
理

医薬品の使い方

くすりの正しい使い方シリーズ
くすりをのむときのやくそく
発熱で学校を休み、一人で留守番をしながら
母の帰りを待つ小学 5 年生の健太君。健太君
の夢の中に薬のクスタロウが登場し、薬の正
しい知識を教えます。その後、健太君が薬に
興味を持ち正しい使い方を学んでいきます。

■ DVD 45,000 円　㊫ 18,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は小学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 16 分　■ 2013 年

医薬品の使い方

くすりの正しい使い方シリーズ
もっと深めよう　医薬品のこと
文化祭で医薬品をテーマに発表することに
なった科学部員の生徒 4 人。その調査する過
程を捉え、薬の開発の歴史から、現在の薬が
承認審査されるまで、薬の正しい使い方をわ
かりやすく説明しています。

■ DVD 45,000 円　㊫ 18,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 19 分　■ 2013 年

医薬品の使い方

くすりの正しい使い方シリーズ
調べてみよう！ 薬の正しい使い方
おなかが痛くなり保健室へ行った健介君。養
護教員に勧められ、薬を飲まずに横になって
自然に治します。その後薬の説明書に書いて
あることに興味を持ち、学校薬剤師に話を聞
きながら、薬の正しい使い方を調べていきま
す。
■ DVD 45,000 円　㊫ 18,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は中学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 16 分　■ 2013 年
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0114〕
■ 20 分　■ 2009 年　
★文部科学省特別選定・教育映像祭最優秀作品賞

広島の原爆にまつわる実話を基にした絵本『いわたくんち
のおばあちゃん』をアニメ化した、平和教育のためのビデ
オです。原爆や戦争の悲惨さを伝え、平和や命の大切さ
を強く訴えかけます。
原作：いわたくんちのおばあちゃん（主婦の友社刊）　
　　　作：天野夏美　絵：はまのゆか

平和教育　アニメーション

いわたくんちのおばあちゃん
ぼく、戦争せんけえね

平和教育　アニメーション

アフガニスタン・パグマン村の物語
せかいいち　うつくしい　ぼくの村
アフガニスタン・パグマン村の物語。ヤモは
戦争に行った兄さんの代わりに、父さんとロ
バのポンパーと町の市場に果物を売りに行き
ます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1101〕
■ 16 分　■ 2003 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

平和教育　アニメーション

アフガニスタン・パグマン村の物語
ぼくの村にサーカスがきた
アフガニスタン・パグマン村の物語。秋がき
てヤモの村になつかしい音楽が聞こえてきま
す。今年もみんな楽しみにしていたサーカスが
やってきました。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1998〕
■ 14 分　■ 2003 年

平和教育

アフガニスタン難民
いまを生きる女性たち
パキスタン国内のアフガニスタン難民キャンプ
で 1999 年から 2002 年にかけてそこに生活
する難民の女性たちのいまを取材しました。

■ DVD-R 30,000 円　㊫ 15,000 円　〔C#2548〕
■ 20 分　■ 2003 年
★文部科学省選定

平和教育

アフガニスタン難民
平和を知らない子どもたち
パキスタン国内のアフガニスタン難民キャンプ
で 1999 年から 2002 年にかけてそこに生活
する難民の子どもたちを取材しました。

■ DVD-R 30,000 円　㊫ 15,000 円　〔C#2547〕
■ 18 分　■ 2002 年
★文部科学省選定

今、あらためて、平和への祈りを‥‥。若い
世代に戦争の無益さと悲惨さを伝えるために、

「さとうきび畑」は平和を希求する歌として歌
い継がれて来ました。森山良子さんの歌をバッ
クに反戦・平和への願いを描きます。

■ DVD 45,000 円　㊫ 25,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 45,000 円　㊫ 25,000 円
■ 11 分　■ 2002 年

平和教育　アニメーション

さとうきび畑

戦場に 7人の息子を送り出した母親は彼らが
手柄を立て無事に帰ってくることを祈ります
が‥‥。平和を願い、子を思う母の愛をみん
なで考えていただきたいと思います。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#4074〕
■ 22 分　■ 1986 年
★文部省選定

平和教育　アニメーション

おかあさんの木

1945 年 8 月。あの夏、少年が鳩に託した平
和へのメッセージが、今ここに届きます。愛す
るものを失う悲しみ、そして命の尊さ、重さ、
美しさを感じてください。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#4310〕
■ 21 分　■ 1999 年
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

平和教育　アニメーション

はとよ　ひろしまの空を

「なぜ日本は戦争を止められなかったのか」ーこ
うした疑問を持った中学３年生の女の子が、戦
争体験者の曽祖父や、元特攻隊員、元兵士から
話を聞き出しながら、戦争拡大の足跡を資料映
像で辿っていく作品です。
■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は中学校・高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 字幕版付き　■ 28 分　■ 2017 年　
★教育映像祭優秀作品賞

涙に浮かぶ記憶
戦争を次世代へ伝えて

平和教育

太平洋戦争への道　中国大陸侵略
日中戦争に焦点をあて、何故日本は太平洋戦争に
突入していったのか、貴重なフィルムと証言者たち
へのインタビューで綴ります。 （30 分／ 1997 年）

日韓併合への道
現存する遺跡、資料映像及び証言などをまじえな
がら、江華島事件から、3・1 万歳運動までの朝鮮
半島の歴史を描きます。 （30 分／ 1993 年）

太平洋戦争と東南アジア
太平洋戦争はコタバルから始まったー。マレー半島で
の中国人虐殺を中心に、証言と歴史的フィルムによっ
て太平洋戦争の本質を探ります。 （29 分／ 1992 年）

太平洋戦争と沖縄
太平洋戦争中、唯一日本での地上戦が展開された
沖縄。多くの住民をも巻き込んだ 3 ヶ月にわたる
この地獄の戦場を、数々の証言と資料映像で綴る
迫真のドキュメント。 （35 分／ 1995 年）

■ DVD-R ４巻セット 100,000 円　〔C#3126〕
※セット価格のみでの販売となります
★教育映画祭優秀作品賞（「太平洋戦争と沖縄」）

平和教育

戦争と平和を考えるシリーズ　全４巻

社会教育　平和教育

平
和
教
育
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社会教育　環境教育

環境のことを考えている主婦と普通の
中学生が、スーパーマーケットで買い物
くらべに挑戦。その中から、普段の買
い物でどのような工夫ができるのかを
紹介していきます。

（12 分）

１. 買い物からはじめよう 環境とのかかわり

「ゴミ」というものがほとんどなかった
と言われる、究極の循環型社会・江戸。
現代の３Ｒ（リデュース・リユース・リサ
イクル）を考えるヒントを、江戸庶民の
くらしの中に探ります。

（11 分）

3. 江戸時代に学ぶ３Ｒ

水・ガス・電気は、私たちの家庭にやっ
てくる大切な資源です。ちょっとした工
夫を私たちみんなが積み重ねることが、
限られた資源の保護につながります。

（13 分）

２. 大切に使おう 水・ガス・電気

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0400〕
■ 2011 年
★教育映像祭優秀作品賞

環境教育

家庭生活と環境シリーズ
環境を守るために私たちには何ができるのでしょうか。

「身近な家庭生活の中でできる行動」にテーマを絞り、
どんな工夫ができるのかを分かりやすく紹介していきま
す。中学技術・家庭科向けの教材として構成しています
が、一般の方にも十分視聴いただける内容です。

監修：東京福祉大学教育学部 教授　橋本由愛子

※ 1枚のＤＶＤに以下の 3 タイトルが収録されています。
１．「買い物からはじめよう　環境とのかかわり」
２．「大切に使おう 水・ガス・電気」
３．「江戸時代に学ぶ３Ｒ」

環境教育

■ DVD 100,000 円　㊫ 50,000 円　〔C#2145〕
※ 以下の３タイトルが収録されています　■ 2006 年

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩで地球を守ろう
２. 新しい技術が環境を守る

燃料電池自動車、コージェネレーション
システム、バイオマスエネルギーの利用
など、環境問題の解決をめざして、現在
様々な技術開発が行われています。多く
のインタビューを交え、その様子を紹介
していきます。

（15 分）

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩで地球を守ろう
１. 地球規模で考える環境

植林活動でノーベル平和賞を受賞したワ
ンガリ・マータイさんと、アルピニストの
野口健さん。環境問題に取り組む二人の
言葉を通して、環境問題を語るキーワー
ド「もったいない」の大切さを訴えかけ
ます。

（15 分）　★教育映像祭優秀作品賞

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩで地球を守ろう
３.くらしの工夫が地球を守る 「もったいない」から始めよう

環境問題の原因の多くは、私たち自身の
ライフスタイルにあります。「もったいな
い」を合言葉に、リデュース・リユース・
リサイクルの「３Ｒ」を家庭の中ですぐに
実践するための方法を具体的に示します。

（15 分）

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩで
地球を守ろう シリーズ

「もったいない」は日本が世界に誇れる美しい精神です。
MOTTAINAI を世界に発信したノーベル平和賞受賞者ワ
ンガリ・マータイさんとともに、地球環境を考えていきます。
監修：毎日新聞社 科学環境部

環境教育

資源循環型　環境シリーズ　社会編
持続可能な社会をめざす　循環型社会の構築

循環型社会の構築に向けて取り組む企
業、地方自治体、地域などを紹介し、循
環型社会がどのような社会なのか分かり
やすく解説します。

■ DVD-R 78,000 円　㊫ 39,000 円　〔C#3095〕
■ 25 分　■ 2003 年
★文部科学省選定

環境教育

資源循環型　環境シリーズ　家庭編
家庭の中の３Ｒ　Re-Style（リ・スタイル）で創る循環型社会

家庭で出来るリデュース、リユース、リサ
イクルの 3 Ｒの実践例を紹介し、リスタ
イルがどのようなスタイルなのか分かりや
すく描きます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3097〕
■ 16 分　■ 2003 年
★文部科学省選定

環境教育

資源循環型　環境シリーズ　学校編
ぼくらのごみゼロ大作戦　リデュース・リユース・リサイクル

循環型社会を構築するには、ごみを出来
るだけ出さず（リデュース）、再利用し（リ
ユース）、出たごみは出来るだけ資源化し
て再利用する（リサイクル）3 Ｒの重要性
を訴えます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3096〕
■ 18 分　■ 2003 年
★文部科学省選定

環
境
教
育
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※制作中につき、内容・価格等が変更となる場合があります
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 16 分　■ 2018 年５月発売予定

原子力災害は、未来へと続く、終わりなき災害です。地
域の暮らし、産業、営みを奪い、中断させ、将来に亙り、
負の遺産を継承させます。しかし、災害をあげつらうだけ
で未来は拓けない。地域の回復のためにいまできること
を。その人々の思いは、すべての地方が目指すべき地方の
未来像を拓きつつあります。本作品は、原子力災害を教訓
に果敢に地域の新生に挑む人々の証言から、児童、生徒、
学生、社会人が共に地方の未来を考えるための地域教育
教材です。

環境教育

海を取り返す ー原子力災害と向き合うー
地球温暖化は、異常気象や生態系の変化など、
地球上の生物に様々な影響をもたらしています。
地球温暖化の仕組みと影響についてひもときな
がら、環境先進国・ドイツが行っている対策や
日本の市民団体の活動を紹介します。温暖化対
策について考えるきっかけとなる教材です。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 21 分　■ 2016 年
★文部科学省選定

異常気象 地球で今、何が…
地球温暖化対策を考える

環境教育

３人の小学生が地球温暖化について学ん
でいく様子を描きます。温暖化がもたら
す影響や考えられる原因を実験やＣＧで
解説し、温暖化の進行を防ぐためにでき
ることを具体的に示します。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※本商品の学校特別価格は小学校にのみ適用されます
■ 20 分　■ 2016 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

環境教育

なぜ防げないの！ 地球温暖化

地球の問題と厳しい環境で暮らす世界の子ども
たちの現状を、命を大切にする「もったいない」
という言葉をキーワードに分かりやすく伝えます。
　DISC1：地球でおきている10 の問題
　DISC2：世界の10 人の子どもたち
　DISC3：付録・インド取材映像

■ DVD 3枚組 56,000 円　㊫ 28,000 円
　〔C#7499〕
■計 71 分　■ 2009 年
★文部科学省選定

環境教育

もったいないばあさんと
考えよう 世界のこと

未来を変えるために今できること…それ
は CO2 を減らす正しい選択をすること。
日々の暮らしの中での様々な選択が、地
球温暖化に立ち向かう一歩です。
監修：全国地球温暖化防止活動推進センター

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3642〕
■ 解説書付き
■ 23 分　■ 2008 年

環境教育

未来を変えるあなたの選択
ＣＯ2 ダイエット生活

環境教育

日本四大公害
水俣病・イタイイタイ病

熊本水俣におけるチッソ水俣事件、富山
神通川の三井神岡鉱山のイタイイタイ病、
昭和電工新潟水俣病の歴史と現状を、当
時の貴重なフィルムを取り入れて描きま
す。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2077〕
■ 20 分　■ 1996 年
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

環境教育

日本四大公害
四日市ゼンソク

四日市ゼンソクの歴史と現状を、貴重な
当時のニュースフィルムを取り入れ描きま
す。私たちは豊かさや利便性と引き換え
に多くのものを失ったような気がします。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2229〕
■ 18 分　■ 1996 年
★教育映像祭優秀作品賞

社会教育 環　境

環
境
教
育
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企業がさまざまなステークホルダーの人
権を尊重することは、現代の企業にとっ
て必須のことです。この DVD では、人
事部の新入社員の体験をドラマにして、
公正な採用選考をはじめとする企業にお
ける人権のあり方について学ぶ教材として
制作しました。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3539〕
■ 字幕副音声版付き／解説書・ワークシート付き
■ 25 分　■ 2015 年

人権啓発

フェアな会社で働きたい
企業にとっての人権啓発とは何なのでしょ
うか？ 人権啓発を考えるためのヒントを、
企業を舞台に日常の会社生活の一コマを
切り取ったわかりやすいドラマとして構成
しました。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3410〕
■ 字幕版付き／解説書・ワークシート付き
■ 22 分　■ 2014 年
★教育映像祭優秀作品賞

人権啓発

なぜ企業に人権啓発が必要なのか

人権啓発

気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ①
そんなの気にしない ̶ 同和問題 ̶

自分が同和地区出身であることを親友に
明かしたときに返ってきた、「そんなの気
にしない」という言葉。「気にしない」と
いう言葉の底には、そのことをマイナスに
見る意識がないでしょうか。壁を乗り越
えるのは、相手を信じる力だということ
を伝えます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3204〕
■ 字幕・副音声版付き／解説書・チェックシート付き
■ 17 分　■ 2016 年

人権啓発

気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ③
コール＆レスポンス ̶ ハラスメント ̶

ハラスメントを防ぐためには、十分なコ
ミュニケーションをとると同時に、相手が
言いにくい立場にいる場合は、相手の心
を推し量り、思いを聞いてみることが大
切です。職場におけるコミュニケーション
の重要性を「コール＆レスポンス」という
キーワードに仮託して考えていきます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2970〕
■ 字幕・副音声版付き／解説書・チェックシート付き
■ 24 分　■ 2017 年

人権啓発

気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ②
ウエルカム！ ̶ 外国人の人権 ̶

外国人と働くには、多様性を尊重し、そ
の文化を受け入れると同時に、私たち日
本の文化や習慣も尊重してもらうことが
必要です。この作品は、企業の広報担当
者を主人公に、異文化の壁をむしろ扉と
してとらえ、開いていくことを描いた教材
です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2616〕
■ 字幕・副音声版付き／解説書・チェックシート付き
■ 16 分　■ 2016 年

人権啓発

気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ④
誰もがその人らしく ̶ＬＧＢＴ̶

ＬＧＢＴの人を別のカテゴリーの人と見ず
に、自分にも続く性のグラデーションの
中で、たまたまその位置にいる人々とい
うふうに客観視できれば、ＬＧＢＴの人た
ちへの見方もひろがり、誰もが生きやす
い社会をつくる一歩になるのではないで
しょうか。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3256〕
■ 字幕・副音声版付き／解説書・チェックシート付き
■ 20 分　■ 2017 年

多様化する職場や人間関係の中で、ちょっ
としたコミュニケーションの不和によって
様々なハラスメントの芽は発生していま
す。どこの企業でもあり得そうなショート
ドラマとその振り返りを通じて、多様性を
尊重したコミュニケーションとは何かを視
聴者に考えさせるドラマ教材です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3254〕
■ 字幕版付き／解説書・ワークシート・ドラマシナリオ付き　
■ 25 分　■ 2015 年
★教育映像祭優秀作品賞

人権啓発

多様性を尊重した職場のコミュニケーションと人権Ⅰ
ハラスメントを生まないために

あらゆる場面で職場の多様化が進む現代
社会。企業で働くメンバーが、相手の “ 多
様性 ”（個）に目を向け、それを尊重す
るコミュニケーションをとることが必要と
なってきています。企業の多様化が原因
で発生する人権課題とその解決のヒント
を分かりやすく描くドラマ教材です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3255〕
■ 字幕版付き／解説書・ワークシート・ドラマシナリオ付き　
■ 25 分　■ 2015 年

人権啓発

多様性を尊重した職場のコミュニケーションと人権Ⅱ
個に向き合い、伝え合う

社会教育　企業内研修

企
業
内
研
修

一見、良好に見える職場にも、ハラスメ
ントの落とし穴はひそんでいます。自分の
中のハラスメントの芽に気付くためには、
どのようなことを意識すれば良いのでしょ
うか。その鍵は普段のコミュニケーショ
ンの中にあります。様々な事例をもとに、
ハラスメントを防ぎ、より良い人間関係を
築いていくためのヒントを描きます。

※制作中につき、内容等が変更となる場合があります

ハラスメント防止

ハラスメントは突然に （仮題）
いま、企業は社会にとって責任ある存在
であるという立場が求められ、企業内で
の人権啓発の必要性が高まっています。
企業に働く人が人権の視点を取り入れて
仕事に関わっていくことが企業にどんな
力をもたらすかということを、ドラマ形式
で事例をとりあげながら考えていきます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3139〕
■ 字幕・副音声版付き／解説書・チェックシート付き
■ 25 分　■ 2017 年

人権啓発

人権啓発は企業にどんな力をもたらすのか
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職場の身近なコミュニケーション不全が
ハラスメントの問題を引き起こすことをド
ラマ形式でわかりやすく伝え、どうすれ
ば健全な職場環境を育てることができる
か皆で考えていくための教材です。
■上司⇄部下
■女性⇄男性

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3135〕
■ 字幕版付き／解説書付き
■ 23 分　■ 2013 年

人権啓発

自他尊重のコミュニケーションと職場の人権１
ハラスメントの視点から

職場で体験しがちな身近なエピソードを
４つ取り上げ、お互いを尊重するコミュニ
ケーションの大切さを考える教材です。
■「好意が重すぎるぅ！」 
■「理系って冷たい？」
■「年上の部下、年下の上司」
■「ワーク・ライフ・バランス」

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3136〕
■ 字幕版付き／解説書付き
■ 23 分　■ 2013 年

人権啓発

自他尊重のコミュニケーションと職場の人権２
相手の立場で考える

職場でありがちな人権的なトラブルシーン
を１６話のショートドラマとして再現。自
分がそのシーンに遭遇したらどのような
行動がとれるのか？　視聴者とドラマの
出演者が共に学び、悩み、考えることの
できる教材です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3137〕
■字幕版付き／解説書・ワークシート・ドラマシナリオをデータ収録
■ 25 分　■ 2014 年
★	教育映像祭優秀作品賞

人権啓発

新・人権入門

ある職場を舞台にしたドラマ。人事異動
後うつ病に罹った主人公に対する周囲の
姿を描きながら、うつ病の社員への周囲
の配慮と対応の仕方や、必要な職場環境
のあり方を考えていきます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2965〕
■ 字幕版付き
■ 22 分　■ 2011 年

人権啓発

心のケアと人権　職場編

「職場のパワーハラスメントについては業
務上の指導と線引きが難しい｣ との声が
あります。また上司からだけでなく同僚
間や部下から上司への嫌がらせもパワハ
ラに該当する可能性があります。本作品
では様々なケースをドラマで描くことで、
パワハラについて問題提起していきます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3133〕
■ 字幕版付き／解説書付き
■ 28 分　■ 2012 年
★教育映像祭優秀作品賞

ハラスメント防止

職場の日常から考えるパワーハラスメント

職場では多様な人々が働き、年代・役職・
家庭環境など社会的立場も様々です。そ
れぞれの立場ゆえにすれ違うこともあり
ますが、相手の気持ちを考えることで乗
り越えていき、多様な仲間を受け容れて
いく過程をドラマで描きます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3201〕
■ 字幕版付き／解説書付き
■ 28 分＋付録　■ 2011 年
★教育映像祭優秀作品賞

人権啓発

それぞれの立場 それぞれのきもち
職場のダイバーシティと人権

ごく普通の会社員の日常をドラマ形式で
描きながら、日頃は気づかない「人権の
ヒント」を探っていきます。職場の中で
私たちが考えるべき人権問題 （セクハラ、
パワハラ、障がい者との共生など）につ
いて提起します。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3119〕
■ 字幕版付き／ワークシート・指導のヒント（用語集）付き
■ 22 分　■ 2010 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人権啓発

人権のヒント　職場編
気づきのためのエピソード集

どこにでも見られる職場の日常風景。し
かし、その中にあるちょっとしたコミュニ
ケーションの失敗が仲間を傷つけてしま
うことがあります。職場のコミュニケー
ションを見つめ直す、ドラマ形式の作品
です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3940〕
■ 字幕版付き／ワークシート・解説書付き
■ 26 分＋特典　■ 2009 年
★教育映像祭優秀作品賞

人権啓発

私が私らしくあるために
職場のコミュニケーションと人権

日常の人権Ⅱ ー気づきから行動へー
外国人の人権　障がい者の人権
部落差別　インターネットでの人権侵害

日常生活の中に潜むさまざまな人権問題
を取り上げます。人々の心にある偏見をド
ラマで描き、また差別や偏見に苦しむ人々
の心の痛みをドキュメンタリーで伝えま
す。人権について多様な角度から考える
ことができる作品です。

人権啓発

日常の人権Ⅰ ー気づきから行動へー
女性の人権　子どもの人権　高齢者の人権

■ DVD ２巻セット 110,000 円
　 ㊫ 55,000 円　〔C#3384〕

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3380〕
■ 字幕版付き／ワークシート付き　■ 23 分　■ 2009 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3381〕
■ 字幕版付き／ワークシート付き　■ 23 分　■ 2009 年
★文部科学省選定

企
業
内
研
修

社会教育 企業内研修
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一連のドラマの中に、6 つのテーマを内
包しています。職場で身近に起こり得る
パワハラやセクハラ、コミュニケーション
不足が原因のトラブルを描くことで、そこ
にある意識のズレと問題点を提示してい
きます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3116〕
■ 字幕版付き／解説書付き
■ 27 分＋特典　■ 2008 年
★教育映像祭優秀作品賞

人権啓発

職場の人権
相手のきもちを考える

ミニドラマと解説で構成。職場で「こころ
の病」に発展しがちなストレスのかかる
状況をドラマで再現し、「こころの病」と
は何か、その対応策を解説していきます。
監修：産業医　荒井千暁

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3485　字幕版 C#3486〕
■ 解説書付き
■ 25 分　■ 2007 年
★教育映像祭最優秀作品賞

人権啓発

働きやすい職場をめざして
こころの健康と人権

企業の社会的取り組みは現代では不可欠
であり、優れた人権意識を持つことは企
業が成長する必須条件でもあります。企
業に求められる人権意識を若い社員の目
を通して描き、問題提起します。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2841　字幕版 C#2842〕
■ 24 分　■ 2006 年
★教育映像祭優秀作品賞

人権啓発

企業に求められる人権意識とは？

依然あとを絶たないセクハラ。私たちは
セクハラについての認識を新たにする必
要があります。一歩進んだセクハラ防止
ビデオとして活用してもらえるよう企画し
ました。
監修：クオレ・シー・キューブ　
　　　代表取締役　岡田康子

■ DVD  66,000 円（字幕版のみ）　㊫ 33,000 円　〔C#3483〕
　 DVD-R 66,000 円（字幕なし）
■ 24 分　■ 2006 年
★教育映像祭優秀作品賞

ハラスメント防止

ハラスメントと人権
セクシュアル・ハラスメント
しない　させない　許さない

ハラスメント防止

ハラスメントと人権
防ごう！パワー・ハラスメント

企業内での人間関係のもつれから陰湿な
いじめへと発展するケースとして最近問
題となっているのが、パワー・ハラスメン
トです。パワハラとは何か、防止するため
にはどうすれば良いのかを考えます。
監修：クオレ・シー・キューブ　
　　　代表取締役　岡田康子

■ DVD  66,000 円（字幕版のみ）　㊫ 33,000 円　〔C#3484〕
　 DVD-R 66,000 円（字幕なし）
■ 20 分　■ 2006 年　

３つのケースを設定して、行動するかしないかの
分岐点を提示します。自分なりにどのように行動
できるか、できないか、そしてその理由を考え
る中で、人権意識をいかに行動につなげていく
かを考えます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円
　〔C#3107　字幕版 C#3108〕
■ チェックシート・解説書付き
■ 25 分　■ 2007 年

人権を行動する
その時あなたはどうしますか？

人権啓発

ある男性の一日を追い、その一日の出来事の中
で、「人権を考える10 のチェックポイント」を用
意し、日常の中の身近な人権を改めて考えてい
きます。
監修：東京人権啓発企業連絡会
　　　常務理事啓発委員長　竹内良

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円
　〔C#3104〕　字幕版のみ
■ チェックシート・解説書付き　
■ 23 分　■ 2005 年
★文部科学省選定

人権入門
日常から考える10 のヒント

人権啓発

ミニドラマとナレーションで構成。人権を身近に
感じてもらうために、生活の中で出会う幅広い
人権のテーマを取り上げ、それぞれのテーマで
ディスカッションが可能なように構成しています。
監修：東京人権啓発企業連絡会
　　　常務理事啓発委員長　竹内良

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円
　〔C#3101　字幕版 C#3102〕
■ 25 分　■ 2004 年
★文部科学省選定

人権の扉をひらく
気づいてますか？　身近な人権

人権啓発

「違い」をキーワードに、障害がある人、外国人、
ハンセン病、部落問題について、当事者の言葉
で、観る人の心に訴えかけます。人権に向き合
うきっかけとなるビデオです。
監修：東京人権啓発企業連絡会
　　　常務理事啓発委員長　竹内良

■ DVD-R 78,000 円　㊫ 39,000 円
　〔C#3105　字幕版 C#3106〕
■ 28 分　■ 2006 年

人権と向きあう
違いを認めあうために

人権啓発

職場での女性への権利侵害の現状を再現ドラマで描き、2007 年時
での男女雇用機会均等法の改正点を紹介し、なぜ女性への権利侵害
が起こるのか、その原因と対処法を説明します。
監修：東洋大学文学部教育学科 教授　矢口悦子

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 24 分　■ 2012 年
★文部科学省選定

人権啓発

どう守る 女性の人権
女性が活躍できる職場づくり

企
業
内
研
修

企業内研修社会教育
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職場での人間関係に悩む人は少なくありません。
そこで「傾聴法」（相手の話に共感し、相手の話
を最後まで聞くこと）を取り入れて働きやすい職
場へ変えていった３つの事例を示しながら、職
場の人間関係を良くするポイントを紹介します。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 24 分　■ 2017 年

なくそう！ 職場に潜む心の病
人権尊重の基本に傾聴がある

人権啓発

①マタハラ防止の基礎知識	〜問題となる言動とは〜
【全社員・全職員向け】マタハラとは／状態への嫌がらせ型／
制度等の利用への嫌がらせ型／マタハラが起きる原因　ほか

②マタハラ防止と管理職の役割	〜職場環境づくりとマネジメント〜
【管理職向け】マタハラとは／マタハラが起きる原因／制度を利
用する本人が招くマタハラ／マタハラ防止のマネジメント／解決
方法１：通知／解決方法２：調整　ほか

■ DVD ① 40,000 円　② 50,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き／活用ガイド・パワーポイント資料付き
■ ① 30 分　② 38 分　■ 2017 年

ハラスメント防止

マタハラのない職場づくりのために 全２巻

全４巻で構成、職場の各種研修に最適。
プログラム１「セクハラ・パワハラは人権問題です」 （22 分）
プログラム２「ご存知ですか？	刑法・民法 < 均等法」 （30 分）
プログラム３「理性と感情、どちらで動きますか？」 （18 分）
プログラム４「最新対処法アンガーマネージメント」 （23 分）

■ DVD 各巻 35,000 円　〔C#7499〕
■ DVD 4巻セット 120,000 円
■ 字幕版付き
■ 2015 年

ハラスメント防止

セクハラ・パワハラ処方箋
最新４プログラム　全４巻

第1巻　コミュニケーションに潜むセクハラの危険
〜意識のキャップと日頃の言動〜（25 分）
定義から学べる基本的な教材。" グレー " な事例のミニ
ドラマと解説で展開します。

第2巻　事例で考える職場のコミュニケーションとセクハラ
〜あなたの理解で大丈夫？〜（27 分）
ディスカッション用の二つの事例と解説で展開する応用
的な教材。

■ DVD 各巻 40,000 円　〔C#7499〕
■ DVD 2巻セット 80,000 円
■ 字幕版付き／活用ガイド付き　■ 2014 年

ハラスメント防止

セクハラを生まない
職場コミュニケーション対策　全２巻

ある男性社員が、自分がセクハラの加害
者であると指摘を受けたことをきっかけ
に、セクハラに関する正しい知識を学び
取っていく様子をドラマ仕立てで描きま
す。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 25 分　■ 2015 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

ハラスメント防止

減らそう！ セクシャル・ハラスメント
〜職場の風土を変えよう〜

40 歳代の地方公務員の家族と彼らを取
り巻く人々を通して、現在から将来に向
けた「家庭経済設計」を考え、計画的に
取り組んでいくことの大切さを訴える、コ
メディータッチのドラマです。
出演：布川敏和、川上麻衣子ほか

■ DVD 78,000 円　〔C#6519〕
■ VHS 78,000 円　〔C#6520〕
■ 30 分　■ 2010 年

ライフプラン

サンタが家にやってきた
はじめよう！ 家庭経済設計

40 歳代の地方公務員が、ふとしたきっ
かけからライフプランの大切さに気づき、
自分や家族の将来を見つめなおします。
何気ない日常生活を舞台に明るいタッチ
で描いたドラマです。
出演：川野太郎、峰岸徹ほか

■ DVD 78,000 円
■ VHS 78,000 円　〔C#6046〕
■ 30 分　■ 2007 年

ライフプラン

新たなステージへ
40歳代からのライフプラン

健康、お金、生きがいを準備しつつ定年
退職を迎えることは、自分のみならず、
家族のためでもあります。50 歳代からの
ライフプランをスタートしましょう。
出演：篠田三郎、岡まゆみほか

■ DVD 78,000 円
■ VHS 78,000 円　〔C#6854〕
■ 27 分　■ 2008 年

ライフプラン

妻のブログ
50歳代からのライフプラン

早い段階からライフプランを立てることに
より、働きがいや生きがいを持ちながら
人生の充実を図っていくことの大切さを
伝えるドラマ作品。ライフプランセミナー
等での映像教材として最適です。
出演：坂上忍、小林綾子ほか

■ DVD 78,000 円　〔C#7340〕
■ VHS 78,000 円　〔C#7339〕
■ 30 分　■ 2009 年

ライフプラン

みんなの力で
30歳代からのライフプラン

社内のハラスメント解決に取り組む女性
社員が、あるマタニティ・ハラスメント問
題に取り組む様子を描きながら、正しい
知識を解説し、解決策を提示していく作
品。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 26 分　■ 2015 年
★文部科学省選定

ハラスメント防止

出産・育児への理解がない
〜職場のマタニティ・ハラスメントを防ぐ〜

企
業
内
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3205〕
■ 字幕・副音声版付き／解説書・チェックシート付き
■ 29 分　■ 2017 年　

いま、企業は利潤追求だけでなく、社会にとって責任ある
存在であることが求められています。そのものさしとなる
のが企業の採用選考活動です。採用選考は短い期間です
が、その一瞬の間に会社と応募者双方の将来がかかって
います。この作品では、採用選考に関わる事例を短く取り
上げ、公正な採用選考の基本的な考え方と、その原点で
ある同和問題と人権尊重のこころを学びます。

採用選考

“ 尊重する” から始めよう
〜公正採用選考の基本を学ぶ〜 職場でありがちな採用選考に関わる事例を短

くとりあげ、その事例から考えるべき公正採
用選考の基本的な考え方を学んでいきます。
悩める３人の採用担当者が、講師のレクチャー
を受けながら考え、学び、語り合うスタイルで、
公正な採用選考を読み解いていきます。
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3711〕
■ 字幕版付き
■ 26 分　■ 2013 年　

採用選考

みんなで語ろう！ 公正な採用選考

誤った固定観念に囚われた人事担当者が、同僚や応募者とのやり取
りの中で採用選考の基本に立ち返り、より良い採用選考をめざす姿
を描きつつ、採用選考の基礎的な考え方や知識を解説します。

■ DVD-R 78,000 円　㊫ 39,000 円　〔C#2957〕
■ 28 分　■ 2006 年
★文部科学省選定

採用選考

公正な採用選考をめざして

女性への偏見、年齢を問わない採用、部落差別問題など、公正採用
選考のために必要な情報を幅広く取り上げています。採用選考担当
者必携のビデオとしてご活用下さい。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#6461〕
■ 字幕版付き
■ 25 分　■ 2008 年

採用選考

公正採用選考のこころ

ＣＳＲという言葉に初めて接する人を対象に
した研修用ビデオです。企業で行われている
ＣＳＲ活動の実際の事例と担当者へのインタ
ビューを通し、ＣＳＲとは何なのかを分かりや
すく解説します。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3109　字幕版 C#3110〕
■ 24 分　■ 2007 年

法令遵守・安全管理

ＣＳＲって何ですか？

就職における採用選考は、応募者の人生を左
右しかねない重要な機会です。採用選考にお
いて企業が門戸を広く開き、人権に対する感
覚を高めていくことが非常に重要であるという
視点で、公正な採用選考を進めるためのドラ
マ形式の啓発教材です。
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3253〕
■ 字幕版付き
■ 28 分　■ 2012 年　

採用選考

だれにでも開かれていますか？
公正な採用選考を求めて

企業の採用選考におけるエントリーから筆記
試験、面接といった一連の流れの中で、いか
にして受験者の基本的人権を守り、企業にとっ
ても受験者にとっても望ましい採用選考のあ
り方が実現できるかを、ドラマスタイルで提起
していきます。
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3616〕
■ 字幕版付き
■ 27 分　■ 2011 年　

採用選考

本当の出会いのために
エントリーから始まる公正採用選考

公正な採用選考の基本となる人権尊重の意識が、採用選考のプロセ
スのすみずみまで、さらに会社全体まで広くいきわたることの重要性
をテーマにストーリーを構成しています。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3399〕
■ 字幕版付き
■ 26 分　■ 2009 年　

採用選考

内定者からの手紙
公正な採用選考のために

人材採用時には応募者の基本的人権に配慮し公正な採用選考を心が
けることが大切です。企業側と応募者の両面から場面を描き、両者
にとって幸せな採用選考のあり方を考えます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3190　字幕版 C#3129〕
■ 解説書・チェックシート付き
■ 24 分　■ 2007 年　

採用選考

選考基準
公正な採用のために

人材採用時には、応募者の基本的人権に配
慮し、公正な採用選考をすることが大切です。
昨今増えてきたエントリーシートのあり方を考
えることをきっかけに、企業の採用選考担当
者に公正な採用選考のための情報を紹介して
いきます。
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3343〕
■ 字幕版付き　■ 27 分　■ 2010 年
★教育映像祭優秀作品賞

採用選考

どうしてそんなこと聞くの
公正な採用選考のために

法令遵守・安全管理

アニメで再現
不祥事の未然防止・再発防止シリーズ　全２巻
事例をアニメーションで再現し、刑事、民事、
服務上の責任等大きな代償について解説。
①盗撮 ･ストーカー ･ 飲酒運転 ･ 危険ドラッグ編
②横領・情報漏洩・マタハラ編
監修：旬報法律事務所 弁護士
　　　圷由美子・蟹江鬼太朗
■ DVD 各巻 40,000 円　〔C#7499〕
■ ① 29 分　② 31 分　■ 2015 年
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現在でも飲酒運転を原因とした悲惨な交
通事故は後を絶ちません。交通事故を起
こしてしまった加害者と、突然の事故の
被害に遭ってしまった被害者、そしてその
家族や職場も含めた周囲に起こる悲劇を
丹念に描いたドラマ形式の教材です。
出演：千原せいじ　ほか

■ DVD 90,000 円　㊫ 45,000 円　〔C#2728〕
■ 字幕版付き
■ 28 分　■ 2014 年
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

法令遵守・安全管理

終わりなき悔恨
〜飲酒運転の果てに〜

飲酒運転による交通事故が周囲の人々を
悲しみと苦しみに突き落とす様子を重厚
なドラマで描きます。死亡事故を起こし
た加害者とその家族、そして被害者の家
族ばかりでなく、加害者が勤務する会社
の社会的責任までをも描いていきます。
出演：宅麻伸、遠藤久美子ほか

■ DVD 90,000 円　㊫ 45,000 円　〔C#3510〕
■ 字幕版付き
■ 27 分　■ 2007 年
★全日本交通安全協会推薦・教育映像祭優秀作品賞

法令遵守・安全管理

飲酒運転　悲劇の連環

業務中に従業員が交通事故を起こした場合に負
わなくてはならない個人の責任と企業の責任や
損失について、ドラマを交え、分かりやすく解説
します。
監修：日本大学通信教育部長・法学部教授
　　　自動車損害賠償責任保険審議会委員　福田弥夫

■ DVD 66,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 22 分　■ 2014 年　
★全日本交通安全協会推薦

従業員の交通事故と企業リスク
法令遵守・安全管理

いつ大災害が起こるかわからない日本では、事
業所内での被災を想定した防災訓練を行う必要
があります。この作品では、事業所での模範的
な防災訓練を取材し、一連の流れと手順を紹介
しながら、大事なポイントについて紹介していき
ます。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 24 分　■ 2017 年
★教育映像祭優秀作品賞

災害の備え 適切な行動
見て学ぶ事業所の防災訓練

法令遵守・安全管理

近年改正された消防用設備などの基準見
直し、雑居ビルの安全対策として統括防
火管理者の権限の強化などの新しい対策
を盛り込みながら、過去の火災事例から
防火管理上の問題点を学び、防火管理者
の役割と責務を学びます。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 24 分　■ 2016 年　

法令遵守・安全管理

職場に潜む火災
〜事例から学ぶ防火管理〜

法令遵守・安全管理

防火管理講習向けビデオ
防火管理で火の用心

三遊亭小遊三さんのご隠居さんと、八つぁ
んとの掛け合いを通して、防火管理者の
心得を分かりやすく描きます。防火管理
者必見の楽しく学べるビデオです。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3615〕
■ 18 分　■ 2002 年
★文部科学省選定

■ DVD 各巻 40,000 円　〔C#7499〕
■ 各巻 18 分　■ 2016 年

①	工場・倉庫の搬送	編
②	トラックの積卸し	編

フォークリフト、ハンドリフト、ロールボックスパレット等
の災害、トラックの荷台での様々な災害事例をＣＧアニメ
により正確に再現。その原因と対策を分かりやすく解説し
安全のポイント１０をテンポよく説明します。不安全行動
を許さない安全再点検ＤＶＤシリーズ第２弾。
監修：労働安全衛生コンサルタントグループ
　　　技術士　前川謹冶・石田義昭・志村博正

法令遵守・安全管理

ＣＧで見せる災害事例と安全１０のポイント
荷役作業の労働災害　全２巻

玉掛け、クレーン、足場の一連の作業における
災害事例をＣＧアニメにより正確に再現。その
原因と対策を分かりやすく解説。また、それぞ
れの作業の安全のポイント10 をテンポよく説明
します。平成 27 年 7 月足場に関する労働安全
衛生規則改正のあらましに準じて足場編を改訂。
監修：労働安全衛生コンサルタントグループ
　　　技術士　前川謹冶・石田義昭・志村博正
■ DVD 45,000 円　〔C#7499〕
■ 32 分　■ 2015 年

【改訂版】災害事例と安全 10のポイント
玉掛け・クレーン・足場編

法令遵守・安全管理

熱中症の危険と応急措置をアニメで解
説、現場労働者向けと管理監督者向けの
６つのエピソードで構成。
監修：（独）労働安全衛生総合研究所
　　　特任研究員 医学博士　澤田晋一

■ DVD 45,000 円　〔C#7499〕
※ 1 枚のディスクに 2 編が収録されています
■ 30 分／ 35 分　■ 2015 年

法令遵守・安全管理

熱中症はこわくない！ 〜予防対策 10か条〜
【作業員編 30分　管理職編 35分】

企
業
内
研
修

社会教育 企業内研修



㊫＝学校特別価格　●価格は全て税抜きです　●諸般の事情で価格を改訂する場合があります

59

■ DVD 40,000 円　〔C#7499〕
※２枚以上同時購入で特別価格あり（ライブラリー機関は不可）
■ 15 分　■ 2016 年　

受検促進の妨げになる疑問を解消し、正しく理解するため
に制度のフローを分かりやすく説明し、制度の趣旨、不利
益取扱の禁止など、安全に取り組める制度であることを解
説します。

監修：横浜労災病院勤労者メンタルヘルスセンター長
　　　医学博士　山本晴義

職場の健康管理

受けよう、活かそう！ ストレスチェック

■ DVD 各巻 40,000 円　〔C#7499〕
■ 2015 年

健康診断は何を検査しているのか、検査値と健康上のリ
スクの関係、その予防や対策について解説します。

1 巻	メタボリックシンドローム （27 分）
2 巻	血圧 （28 分）
3 巻	血糖値 （28 分）
4 巻	脂質（LDLコレステロール） （28 分）

監修：医師 医学博士 ･ 生活習慣病予防研究センター代表　岡山明

職場の健康管理

クイズで考える
健診結果の見方、活かし方　全４巻

■ DVD 各巻 40,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 各巻 25 分　■ 2016 年

①	ストレスチェックを活用したセルフケア
ストレスチェックの結果を活かした場合と活かさなかった場合を
ドラマで比較し、制度の活かし方とセルフケアの方法を考えます。

②	部下が休職する前にできること	〜ラインケアに活かそう！	ストレスチェック制度〜
高橋課長がストレスの高い２人の部下に対応するドラマを通じ
て、ラインによるケアのあり方を解説し、管理監督者の役割の
あり方にも言及します。

監修：横浜労災病院勤労者メンタルヘルスセンター長
　　　医学博士　山本晴義

職場の健康管理

元気な職場をつくるメンタルヘルス７ 全２巻
①	ストレス・コーピングによるセルフケア	〜ストレスに上手に対処する方法〜

ストレス対処（コーピング）の仕方で、メンタルヘルスが良くも悪
くもなる例を、二人の実写ドラマを通して描きます。

②	部下を心の不調から守るラインケア
ラインケアとして、部下が不調に陥りやすい時期（昇進、異動、
新規配属）の事例を取り上げます。

■ DVD 各巻 40,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 各巻 26 分　■ 2014 年

職場の健康管理

元気な職場をつくるメンタルヘルス６ 全２巻

①	心を楽にするセルフケア
〜考え方のクセに気づこう〜

②	自分でできるストレス対処法
〜４つのケアとソーシャル・サポート〜

■ DVD 各巻 40,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 各巻 40,000 円
■ 各巻 25 分　■ 2011 年

職場の健康管理

元気な職場をつくるメンタルヘルス4 全２巻

労働者を取り巻くストレスと、ストレスを悪化させる要因、疾病の関
係を NIOSH のストレスモデルで解説し、個人レベルのストレス対策
やストレス状態への気づきと対処の大切さに言及します。

①	自分の健康は自分で守る！	〜セルフケアとは何か？〜
②	自分でできるストレスコントロール　〜セルフケアのための10の方法〜

■ DVD 各巻 40,000 円　〔C#7499〕
■ 活用ガイド付き
■ 各巻 25 分　■ 2013 年

職場の健康管理

元気な職場をつくるメンタルヘルス5 全２巻

①	あなたの睡眠、足りてますか？
〜睡眠不足と睡眠障害〜

②	快眠習慣のための10の方法
〜ぐっすり眠りたい、よりよく眠りたい〜

■ DVD 各巻 40,000 円　〔C#7499〕
■ 解説テキスト付き
■ 各巻 24 分　■ 2012 年

職場の健康管理

働く人の睡眠と健康 全２巻
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社会教育　アニメーション

外見や能力が異なるむしむし村の昆虫
キャラクターたち。誰でも苦手なこともあ
れば、得意なこともあります。大切なの
はお互いの違いを認め、相手の気持ちを
思いやること。そして仲間と助け合ってい
くこと。そんなことを、子供たちが楽しく
学んでいけるアニメーション作品です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2111〕
■ 13 分　■ 2017 年

アニメーション

むしむし村の仲間たち
みんないいとこあるんだよ

広島の原爆にまつわる実話を基にした絵
本『いわたくんちのおばあちゃん』をアニ
メ化した、平和教育のためのビデオです。
原爆や戦争の悲惨さを伝え、平和や命の
大切さを強く訴えかけます。
原作：いわたくんちのおばあちゃん（主婦の友社刊）
　　　作：天野夏美　絵：はまのゆか

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0114〕
■ 20 分　■ 2009 年
★文部科学省特別選定・教育映像祭最優秀作品賞

アニメーション

いわたくんちのおばあちゃん
ぼく、戦争せんけえね

アニメーション

子どもの心を育てる人権アニメーション
ねずみくんのきもち

いじめやコンプレックスなど大切なテー
マをねずみくんと一緒に学べる楽しいア
ニメーション。一人一人が大切な存在であ
ること、共に生きていることを感じられる
ことを願って制作しました。
原作：作・なかえよしを
　　　絵・上野紀子（ポプラ社刊）

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3420〕
■ 12 分　■ 2008 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

友だちを泣かせたひろきが迷い込んだの
は、いろいろなココロが並ぶ「ココロ屋」
だった…。「ココロ」をテーマに、自分と
は何かを考えさせる、道徳教材として好
適のアニメーションです。
原作：ココロ屋（文研出版刊）
　　　作：梨屋アリエ　絵：菅野由貴子

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2969〕
■ワークシート付き
■ 25 分　■ 2014 年
★教育映像祭優秀作品賞

アニメーション

ココロ屋

ひとりにひとつ、誰もが持っている「名前」。
名前を通して一人一人の違いの素晴らしさ
を訴えかける、人権啓発アニメーション。
挿入歌：ゴダイゴ「ビューティフル・ネーム」

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1612　字幕版 C#1613〕
■ 18 分　■ 2006 年
★教育映像祭優秀作品賞

アニメーション

名前…それは燃えるいのち

南の島の親戚の家を尋ねた若い旅人が、
その道すがら体験する夢のような不思議
なお話を、人形アニメーションで制作し
ました。
原作：「島の暮れ方の話」
　　　（新潮文庫『小川未明童話集』所収）

■ DVD 33,334 円　㊫ 16,667 円　〔C#7499〕
■ 10 分　■ 2009 年
★文部科学省特別選定

アニメーション

島の暮れ方の話

毎日、人や重たい荷物を乗せた機関車に
踏まれ傷ついたり、灼熱の太陽に晒され
ても身動きさえとれない線路は不幸な身
の上を嘆き悲しむが、慈悲に満ちた月に
よって万物の定めが明かされてゆきます。
原作：「負傷した線路と月」
　　　（新潮文庫『小川未明童話集』所収）

■ DVD 34,000 円　㊫ 17,000 円　〔C#7499〕
■ 15 分　■ 2010 年
★文部科学省選定

アニメーション

負傷した線路と月

北方の暗く厳しい氷の海で子を失った母
あざらし。深い悲しみの中、風や月のた
よりを待ちながら懸命に生きる姿を描き
ます。親子の愛情や、大自然の中で生き
ることの厳しさを教えてくれる物語です。
原作：「月とあざらし」
　　　（新潮文庫『小川未明童話集』所収）

■ DVD 33,334 円　㊫ 16,667 円　〔C#7499〕
■ 19 分　■ 2008 年
★文部科学省選定

アニメーション

月とあざらし

ハッキリといじめを嫌悪し、いじめに加
担せず、ためらうことなく先生や親に知ら
せる…そうした行動をとるための力を、幼
い時期の子どもたちに植え付けます。
監修：福生市教育委員会 参事　嶋崎政男

■ DVD-R 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#0112〕
■ 12 分　■ 2007 年
★教育映像祭優秀作品賞

アニメーション

いじめはゼッタイわるい！

有名な陶芸師が作った上品な薄手の茶わ
んと、名もない職人が作った厚手の茶わ
ん。殿様が喜んだのはどちらでしょうか。
親切心とは何かを問いかけるお話です。
原作：「殿さまの茶わん」
　　　（新潮文庫『小川未明童話集』所収）

■ DVD 50,000 円　㊫ 25,000 円　〔C#7499〕
■ 16 分　■ 2016 年
★文部科学省選定

アニメーション

殿さまの茶わん
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アニメーション社会教育

アニメーション

きみなら どうする？
ゆうかい・いたずらされないために

自分自身で危険から身を守るための方法
を、小さな子どもたちにも理解できるよ
う、わかりやすいアニメーションで描きま
した。
監修：立正大学文学部社会学科 教授
　　　（犯罪社会学）小宮信夫

■ DVD-R 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#2212〕
■ 13 分　■ 2006 年
★教育映像祭優秀作品賞

子がっぱのかんきちは、村の子どもたち
と大の仲良しでしたが…。かけがえのな
い命が失われ、かっぱの親子を悲劇が襲
いますが、疫病が村に流行したとき、かっ
ぱの母親は村の子どもたちのために、命
がけで妙薬をつくるのでした。かっぱの
親子が織りなす無償の愛の物語。

■ DVD 40,000 円　〔C#7499〕
■ 20 分　■ 2012 年

アニメーション

かっぱのすりばち

父親から母親への暴力に見かねた子ども
の実話に基づき、アニメーションの技術
を駆使して製作された作品。社会への大
切なメッセージが込められています。

■ DVD 40,000 円　〔C#7499〕
■ 20 分　■ 2010 年

アニメーション

パパ、ママをぶたないで！

「あの頃、僕たちは魂の絆で結ばれてい
た…」昭和 31 年、東京下町を舞台に、
童謡を歌い継いでいこうとした若い女性
教師と子どもたちの間に結ばれる、“ 魂
の絆 ” の物語。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#7499〕
■ 98 分　■ 2007 年
★文部科学省選定・リヨン・アジア映画祭グランプリ

アニメーション

ふるさと－ＪＡＰＡＮ
小さい子どもたちの心にふと魔がさし、
万引きをしてしまう。うさぎのミミちゃん
もその一人。ミミちゃんに何が起こってそ
うしたのか、万引きは重い罪であること
を訴えます。

■ DVD 40,000 円　㊫ 20,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 40,000 円　㊫ 20,000 円
■ 18 分　■ 2006 年 
★教育映像祭優秀作品賞

アニメーション

ミミちゃんのてとてとて

子猫と幼児が繰り広げる不思議な物語を
通して、かけがえのない命の重さ、人の
気持ちを考えることの大切さに気付かせ
るアニメーション作品です。

■ DVD-R 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#0713〕
■ 12 分　■ 2005 年

アニメーション

ごめんね、ミーちゃん

南米アンデス地方の先住民に伝わる小さ
なお話をもとに、地球温暖化という大き
な問題に対し、私たちひとりひとりに何が
できるのか、何をするのかを問いかける
アニメーション作品。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 60,000 円　㊫ 30,000 円
■ 19 分　■ 2009 年 
★文部科学省選定

アニメーション

ハチドリのひとしずく
私にできること

「ひとりの少年の成長」と「人との絆」を圧倒的
な映像美で描いた、懐かしくも切ない感動ファ
ンタジー。

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の販売対象は視聴覚ライブラリーのみとなります
■ 105 分　■ 2013 年

虹色ほたる
永遠の夏休み

アニメーション

「もったいない」の心を通して、身のまわりの物
に対する思い、いらなくなった物の処分の仕方、
ゴミの出し方など、まんぷく村の動物たちと考え
ていきます。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 60,000 円　㊫ 30,000 円
■ 22 分　■ 2005 年 

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ もったいない
アニメーション

人間に化けてだました女の子と友だちになったイ
タズラタヌキのゲンタ。友だちとして楽しい日々
が続くが、嘘をついているのに耐えられなくなっ
てくる。そんな時、大変なことに。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 60,000 円　㊫ 30,000 円　字幕副音声版あり
■ 23 分　■ 2005 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

きずだらけのりんご
アニメーション
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臆病で気の弱いオオカミは、いじめられて
一人ぼっちです。ある日、ウサギのミミがタカ
にさらわれてしまいます。勇気を振り絞って助
けに行こうとするオオカミですが‥‥。

■ DVD 47,619 円　㊫ 23,810 円 〔C#7499〕
■ VHS 47,619 円　㊫ 23,810 円
■ 15 分　■ 2004 年

アニメーション

やさしいオオカミ

我が子の自立を想い厳しく育てる母と、反発
しながらも明るくたくましく成長する娘。僅か
500 グラムで生まれ、未熟児網膜症のために
失明した井上美由紀さんとお母さんの心の交
流を描いた感動の著書のアニメ化。
原作：「生きてます、15 歳。」井上美由紀（ポプラ社刊）
■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円 〔C#0105　字幕副音声版 C#0106〕
■ 22 分　■ 2003 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

アニメーション

生きてます、１５歳。

「みんなで跳んだ」城北中学２年１組の記録（小
学館刊）のアニメ化作品。２年１組の生徒た
ちは運動会での大縄跳びで優勝を目標に毎日
練習。しかし一人の生徒を外すことに‥‥。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円 〔C#7499〕
■ VHS 60,000 円　㊫ 30,000 円
■ 28 分　■ 2003 年　★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

アニメーション

みんなで跳んだ
自分がペンギンであることを知らない「プウ」。
飛べないはずの空を、カモメのように飛びた
いとチャレンジします。

■ DVD 50,000 円　㊫ 30,000 円 〔C#7499〕
■ VHS 50,000 円　㊫ 30,000 円
■ 15 分　■ 2003 年

アニメーション

みんな友だち

力持ちで知られている足柄山の金太郎は、心
も強くならなければと稽古に励みます。幼児・
低学年向けのいじめ防止アニメです。

■ DVD 50,000 円　㊫ 25,000 円 〔C#7499〕
■ VHS 50,000 円　㊫ 25,000 円
■ 13 分　■ 2002 年

アニメーション

金太郎　心のちからもち

サンタさんと森の妖精たちは世界中の子ども
たちのためにプレゼントの木を育てます。夏の
暑い日も冬の寒い日も、それはそれは大忙し
です。

■ DVD 40,000 円　㊫ 9,334 円 〔C#7499〕
■ VHS 40,000 円　㊫ 9,334 円
■ 12 分　■ 2001 年　★教育映像祭優秀作品賞

アニメーション

サンタさんは大いそがし

原作者の実体験をもとに、障害があっても前
向きに生きる主人公・きいちゃんの姿を描きま
す。国語の教科書にも取り上げられた感動の
作品をアニメーションにしました。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円 〔C#0531〕
■ 21 分　■ 2003 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

アニメーション

きいちゃん　私、生まれてきてよかった

仁太坊̶様々なハンディや時代の壁と戦いな
がら、生きるために必死になって、今に伝わ
る津軽三味線の独自の叩き奏法を生み出した
人物。仁太坊の少年期から青年期の成長の過
程を史実とフィクションを交えて描きました。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円 〔C#7499〕
■ VHS 60,000 円　㊫ 30,000 円
■ 100 分　■ 2003 年　★文部科学省選定・日本ＰＴＡ全国協議会推薦ほか

アニメーション

ＮＩＴＡＢＯＨ
仁太坊 － 津軽三味線始祖外聞

アニメーション

アフガニスタン・パグマン村の物語
せかいいち　うつくしい　ぼくの村
アフガニスタン・パグマン村の物語。ヤモは
戦争に行った兄さんの代わりに、父さんとロ
バのポンパーと町の市場に果物を売りに行き
ます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円 〔C#1101〕
■ 16 分　■ 2003 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

アニメーション

アフガニスタン・パグマン村の物語
ぼくの村にサーカスがきた
アフガニスタン・パグマン村の物語。秋がき
てヤモの村になつかしい音楽が聞こえてきま
す。今年もみんな楽しみにしていたサーカスが
やってきました。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円 〔C#1998〕
■ 14 分　■ 2003 年

盲導犬クイールの一生を通して描く、人 と々のふ
れあい、パートナーとの心の通じ合いの記録。「盲
導犬クイール」（文藝春秋刊）のアニメ化。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円 〔C#7499〕
■ VHS 60,000 円　㊫ 30,000 円
■ 25 分　■ 2003 年

盲導犬クイールの一生
アニメーション

一人暮らしのおじいさんと、柿の実が食べたいば
かりにその孫に化けた子ぎつね。二人の出会い
と別れを、美しい秋の山村を舞台に描きます。
原作：なるみやますみ

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円 〔C#4147〕
■ 18 分　■ 2001 年
★教育映像祭優秀作品賞

源吉じいさんと子ぎつね
アニメーション
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社会教育 アニメーション
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正太郎少年が山で捕まえた子ギツネ。そのふ
た親は子ギツネを助けようと身を挺して努力す
る。そこに親子の素晴しい愛情を見た正太郎
は‥‥。椋鳩十原作のアニメ化。

■ DVD-R 76,000 円　㊫ 38,000 円 〔C#4132〕
■ 28 分　■ 1992 年
★文部省選定

アニメーション

金色の足あと

小さな分校の最後の水泳大会に足の不自由な
少女が出場することになった。仲間たちの声援、
校長先生の愛情は、少女の心にいつまでも残り
ます。
黒田清「泳げ！人生の波をけって」より
■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円 〔C#4159〕
■ 20 分　■ 1996 年

校長先生が泳いだ
アニメーション

兄は自分の骨髄液を提供して白血病の弟の命を
救うために手術室に入っていきます。骨髄移植を
テーマにした岸川悦子原作のアニメ化。兄弟愛、
家族愛、勇気があふれる感動の物語。

■ DVD-R 90,000 円　㊫ 45,000 円 〔C#4133〕
■ 25 分　■ 1994 年
★文部省選定・教育映画祭最優秀作品賞

金色のクジラ
アニメーション

宮沢賢治の童話をアニメ化。自然の中で慎まし
く生きる開拓農民たちの姿を通して、人間の営
みが自然の力によって支えられていることを切々
と語りかけます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円 〔C#4077〕
■ 19 分　■ 1996 年
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

狼
おいのもり

森とざる森、ぬすと森
アニメーション

横暴な王様のせいで人々が貧しくくらす国。その
村はずれの貧乏一家に生まれた10 人の兄弟が、
知恵と力をあわせて王様をこらしめ、村の平和
を守ります。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円 〔C#4390〕
■ 20 分　■ 1998 年

ゆうかんな十人のきょうだい
アニメーション

瓜から生まれた瓜っこ姫が、おじいさん、おば
あさん、森の動物と力を合わせてアマンジャク
のいたずらを懲らしめます。民話をアニメ化した
愉快な作品です。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円 〔C#4039〕
■ 19 分　■ 1997 年

瓜
う り

っこ姫とアマンジャク
アニメーション

信州の酪農家に生まれた作家・椋鳩十は、温か
い人々に見守られ、自然とのふれあいから学び、
多くの感動を受けて成長していきます。
原作：宮下和男

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円 〔C#4189〕
■ 21 分　■ 2000 年
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

少年むくはとじゅう物語
アニメーション

進行性筋ジストロフィー症と闘う義人。発病、
心の支えとなった音楽やその仲間との出会い、
そして別れまでを描く感動のアニメ。生命の尊
さ、大切さを伝えます。

■ DVD-R 90,000 円　㊫ 45,000 円 〔C#3610〕
■ 26 分　■ 1997 年
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞
　厚生省中央児童福祉審議会推薦

ぼくの青空
アニメーション

母親を亡くした少年と山犬。彼らの純朴な絆は、
厳しい現実の前にも鋭く美しく輝く。深い情愛
の念と自然の美しさを描きます。
椋鳩十「アルプスの猛犬」より

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円 〔C#4365〕
■ 20 分　■ 1997 年
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

むくはとじゅうの 名犬物語
アニメーション

アキラはドンちゃんがいじめられているのを目撃
した。いじめの矛先をかわすため傍観するアキ
ラ。ドンちゃんが学校に来なくなったある日、お
でん屋のおじさんに出会って‥‥。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円 〔C#4188〕
■ 21 分　■ 1999 年
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

しらんぷり
アニメーション

虫をいじめていたわんぱく少年が、どんぐり森で
体験する不思議な出来事を通して、どんな生き
物にも命があり、それはたった一つしかない大
切なものであることを学んでいきます。

■ DVD-R 44,000 円　㊫ 22,000 円 〔C#7499〕
■ VHS    44,000 円　㊫ 22,000 円
■ 15 分　■ 1999 年

どんぐり森へ
ひとりにひとつのたからもの

アニメーション

1945 年 8 月。あの夏、少年が鳩に託した平
和へのメッセージが、今ここに届きます。愛す
るものを失う悲しみ、そして命の尊さ、重さ、
美しさを感じてください。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円 〔C#4310〕
■ 21 分　■ 1999 年
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

アニメーション

はとよ　ひろしまの空を
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アニメーション社会教育



㊫＝学校特別価格　●価格は全て税抜きです　●諸般の事情で価格を改訂する場合があります

64

ふとしたことから大金を手にした魚屋勝五郎
は、生来の怠け癖がまた出始める。賢妻は大
家さんと相談して‥‥夫婦愛と勤労の尊さを描
いた愉快な作品。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円 〔C#4389〕
■ 20 分　■ 1991 年
★文部省選定・教育映画祭優秀作品賞

アニメーション

落語「芝浜」より 夢ものがたり

教科書にも掲載された木下順二の脚本をアニ
メで描きます。淵の底に漆がいっぱい溜まっ
ているのを見つけた二人のきこり。権八はそれ
を独り占めしようとするが‥‥。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円 〔C#4371〕
■ 20 分　■ 1990 年
★文部省選定

アニメーション

木
もくりゅう

龍うるし

親どうしは嫌いあっていてもコンとポンは仲の
良い友だちになってしまいます。その様子を
ユーモラスに描き、友だちの素晴しさを伝え
ます。
原作：松野正子・二俣英五郎

■ VHS 56,000 円　㊫ 28,000 円 〔C#6438〕
■ 21 分　■ 1988 年
★文部省選定・教育映画祭優秀作品賞

アニメーション

こぎつねコンとこだぬきポン
お母さんが織った一枚の錦が巻き起こすファ
ンタスティックな愛と冒険の物語。親を大切
にする心や、働くことの幸福を考えさせます。
中国の古い伝承のアニメ化。

■ VHS 56,000 円　㊫ 28,000 円 〔C#7236〕
■ 22 分　■ 1987 年

アニメーション

ふしぎな錦

竹下文子作の愉快な童話のアニメ化。エプロ
ンをかけたかわいい子ネコはお手伝いが大好
き。何でも手伝おうとしますが失敗ばかりで
す。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円 〔C#4438〕
■ 19 分　■ 1990 年
★文部省選定

アニメーション

わたし　おてつだいねこ

九州大分の民話「吉四六話」は多くの人に親
しまれ、小学校国語の教科書にも取り上げら
れています。吉四六どんの頓智・頓才ぶりを楽
しく描いたアニメーションです。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円 〔C#4131〕
■ 19 分　■ 1989 年
★文部省選定

アニメーション

吉
き っ ち ょ む

四六どん

みるみるうちにミドリの森に育つという木の苗。
えみ子が縁日で買ってきた、そんな不思議な木
の赤ちゃんをめぐって巻き起こる心温まる物語で
す。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円 〔C#0182〕
■ 15 分　■ 1987 年
★文部省選定

えみ子と森のチビおばけ
アニメーション

日本最古の物語文学といわれる竹取物語を、雅
やかなアニメーションで再現しました。次代を担
う子どもたちの心に伝えていきたい物語です。

■ DVD-R 76,000 円　㊫ 38,000 円 〔C#4232〕
■ 31 分　■ 1984 年
★文部省選定

竹取物語
アニメーション

家の貧しさを知り、晴れ着を妹に譲った姉。悲
しい気持ちをおさえて山菜とりに行った姉が、山
で経験する不思議な物語。斎藤隆介の原作を美
しい映像と音楽でつづります。

■ VHS 56,000 円　㊫ 28,000 円 〔C#7147〕
■ 18 分　■ 1977 年
★文部省選定

花さき山
アニメーション

自然と人とを限りなく愛した少年・虔十の、おお
らかな生き方を美しいアニメーションで描いた感
動作。
原作：宮沢賢治

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円 〔C#0623〕
■ 18 分　■ 1986 年
★文部省選定

虔
け ん じ ゅ う こ う え ん り ん

十公園林
アニメーション

戦場に 7人の息子を送り出した母親は彼らが
手柄を立て無事に帰ってくることを祈ります
が‥‥。平和を願い、子を思う母の愛をみん
なで考えていただきたいと思います。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#4074〕
■ 22 分　■ 1986 年
★文部省選定

アニメーション

おかあさんの木

森鴎外の「山椒太夫」で知られる、安寿と
厨子王丸の悲しくも美しい伝説は、今も子ど
もたちに読み継がれています。母と子、姉と
弟の愛情物語を格調高く描きます。

■ VHS 76,000 円　㊫ 38,000 円 〔C#6022〕
■ 31 分　■ 1983 年
★文部省選定・教育映画祭優秀作品賞

アニメーション

あんじゅとずしおう

ア
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社会教育 アニメーション
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●こどもの日
テレビゲーム好きの健太は、妹に相撲で負
けてしまうほどのひ弱な少年。それを知っ
た鯉のぼりの鯉くんが、健太を背中に乗せ
てタイムスリップ。楽しい大冒険物語。

■ 9 分　■ 1988 年

なかよし鯉のぼり

●七夕
お母さんが七夕にまつわる織姫と彦星の話
をしてくれます。夜空にきらめく二つのお星
様が、天の川をはさんで再会するというロ
マンチックな物語。

■ 10 分　■ 1988 年

七夕さま
●母の日
イギリスでのお話。煙突掃除の仕事をして
いるエドは「母の日」に休みをもらい、久し
ぶりに会う母のためにクッキーを持って実
家に向いますが‥‥。

■ 10 分　■ 2000 年　★文部科学省選定

赤いカーネーション

●お月見
秋の十五夜にお月見をする子どもたちにお
母さんがしたお話。それは、うさぎの親子
の悲しくも愛情あふれる、お月見にまつわ
るお話でした。

■ 10 分　■ 1998 年　★文部省選定

お月様とうさぎ
●敬老の日
武くんは敬老の日のために幼稚園でおじい
ちゃんの似顔絵を描きました。おじいちゃ
んは、むかし小さな村で起こったお話を聞
かせてくれます。

■ 10 分　■ 2000 年

おじいちゃんはボクのヒーロー

■ DVD 50,000 円　㊫ 25,000 円　〔C#1681〕
■ 計 49 分　■ 2005 年　

アニメーション

年中行事アニメーションシリーズＤＶＤ Part１ （5話収録）
年中行事をテーマに心温まる楽しいお話でつづったアニ
メーションシリーズ。幼児や小学校低学年の子どもたちに
向けた上映会に最適です。以下の５話を収録しています。
なかよし鯉のぼり 【こどもの日】
赤いカーネーション 【母の日】
七夕さま 【七夕】
おじいちゃんはボクのヒーロー 【敬老の日】
お月様とうさぎ 【お月見】

●七五三
むかしむかしのお話。庄屋さん夫婦には、
お花、長吉、お福という３人の子どもがい
ました。夫婦は先行きが心配でたまりませ
ん。七五三にまつわる楽しいお話です。

■ 10 分　■ 1998 年　★文部省選定

七五三と子どもたち

●お正月
念願の供え餅を手に入れた松吉。しかしお
腹を空かせた老人に餅をあげてしまいます。
老人は「門松を飾れば年神様は必ず訪れる
だろう」と言いますが…。お正月をテーマ
にした幻想的なお話。
■ 10 分　■ 1998 年　★文部省選定

年神様とお正月
●クリスマス
今年はツリーのないクリスマスになりそう…。
村長たちの困った顔を見て、幼い兄弟は広
場の大きなモミの木に登り飾りつけを始め
ます。クリスマスにまつわる心温まる物語。

■ 12 分　■ 1987 年　★文部省選定

神様がくれたクリスマスツリー

●桃の節句
病気の妹が丈夫になるようにと作った紙の
ひな人形。それから妹は病気ひとつしなく
なりましたが、誰もこの話を信じてくれませ
ん。姉の愛情が温かく伝わってくるお話。

■ 10 分　■ 1988 年　★文部省選定

ひなまつり
●節分
ある山里の村に起きた不思議なお話。子ど
もたちが納屋で子鬼を見つけます。村人が
旅の僧に相談してみると、鬼を追い払う秘
策を教えてくれます。

■ 11 分　■ 1987 年　★文部省選定

福は内！ 鬼は外！

■ DVD 50,000 円　㊫ 25,000 円　〔C#1682〕
■ 計 54 分　■ 2005 年　

アニメーション

年中行事アニメーションシリーズＤＶＤ Part ２ （5話収録）
年中行事をテーマに心温まる楽しいお話でつづったアニ
メーションシリーズ。幼児や小学校低学年の子どもたちに
向けた上映会に最適です。以下の５話を収録しています。
七五三と子どもたち 【七五三】
神様がくれたクリスマスツリー 【クリスマス】
年神様とお正月 【お正月】
福は内！	鬼は外！ 【節分】
ひなまつり 【桃の節句】
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ある日、キツネは「ともだちや」を始めることを
思いつきました。１時間100 円でともだちになっ
てあげるのですが、さて‥‥。

■ 13 分　■ 2002 年

ともだちや
おれたち、ともだち！ シリーズ

朝からオオカミは庭先をはいたり、家を掃除し
たり。だけど夕方になっても誰も来ません。誕生
日にともだちが祝いに来てくれるはずですが？

■ 13 分　■ 2002 年
★教育映像祭優秀作品賞

ともだち くるかな
おれたち、ともだち！ シリーズ

キツネとオオカミはともだちどうし。なのにオオ
カミが変なのです。なんだかキツネを避けてい
るみたい。「どうしてなの？ オオカミさん」

■ 13 分　■ 2002 年

あしたも ともだち
おれたち、ともだち！ シリーズ

オオカミはキツネと初めて大げんかをしてしまい
ました。仲直りがしたいのに、あの一言が出て
きません。「ごめんね」って。心の中なら言える
のに。
■ 13 分　■ 2002 年

ごめんね ともだち
おれたち、ともだち！ シリーズ

おれたち、ともだち！ シリーズ　■ DVD（全４話収録／計 52 分） 50,000 円　〔C#7499〕

学校でウンチができないくどうくんは、くろさ
わくんがうらやましい。なぜなら、くろさわく
んは今日、学校で人生最大のウンチをしたの
です！
■ 13 分　■ 2002 年

１ねん１くみ　１ばんでっかい！
１ねん１くみシリーズ

1 ねん１くみシリーズ　■ DVD（全４話収録／計 51 分） 50,000 円　〔C#7499〕

今日は父親参観日。みんなが緊張しているの
に、くろさわくんは子どもが強くなる印籠を
持っているから、元気いっぱいです。

■ 13 分　■ 2002 年
★教育映像祭優秀作品賞

１ねん１くみ　１ばんゆうき
１ねん１くみシリーズ

くろさわくんは、おこりん坊であばれん坊。車
にドロをかけられて怒って追いかけていくと、
さらにドロンコになっちゃった !?

■ 12 分　■ 2002 年

１ねん１くみ　１ばんげんき
１ねん１くみシリーズ

授業中も遊んでばかりのくろさわくん。ところ
が先生が手をつないで授業をすると、あらフ
シギ、すっかりおとなしくなっちゃった。

■ 13 分　■ 2002 年

１ねん１くみ　１ばんワル
１ねん１くみシリーズ

ア
ニ
メ
ー
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ン
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第１巻
よいと思うことをおこなう
野外活動で公園に出かけた忍たま三人
組が、困っている人を助けたり、行列
でのマナー、ゴミ捨てのルールなどを
体験しながら学んでいきます。良いこと
をするには勇気もいるということを伝え
ます。

〔10 分〕

忍たま乱太郎のがんばるしかないさ

第２巻
あたたかい心でしんせつにする
漁船から魚を受け取るというお使いに
出発した忍たま三人組。道中、老女や
少年と出会い、温かい心づかいや親切
な行いを学びます。気持ちよい受け答
えが相手の真心に届くということを伝
えます。

〔10 分〕

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1731〕
■ 指導のポイント（ＰＤＦ資料）付き
■ 10 分 × ３タイトル収録　■ 1999 年
★文部省選定

第３巻
きまりを守って協力しあう
約束ごとを忘れて自分勝手に行動して
しまった三人組。食事当番となった日、
とんだ失敗をしてしまいますが、仲間
たちの温かい協力でおいしいカレーが
完成します。周りへの配慮の大切さを
伝えます。

〔10 分〕

忍たま乱太郎のがんばるしかないさ シリーズ
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グリーンヴァレーに住むモグラのポゥさんは、
春のある日、ピクニックに行った森で、隣の
谷から引っ越していたトキとその雛に出会いま
した。ところがその夜、春一番が森の木々を
激しく揺らして‥‥。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#3197〕
■ 8 分　■ 1998 年

グリーンヴァレー物語シリーズ

空をとんだポゥさん

秋のある日、ポゥさんは仲間と大きなカイトを
作って遊んでいました。その時、風の精が現
れて強風を吹きつけたのです。その風で大き
な木が‥‥。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#3613〕
■ 8 分　■ 1998 年

グリーンヴァレー物語シリーズ

ポゥさんと秋風

ポゥさんは大の冒険好き。夏のある日、グリー
ンヴァレーの地図を手に入れました。笹の葉
と茎で作ったカヌーに乗って川を下り、ポゥさ
んがそこで見たものは‥‥。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#3612〕
■ 8 分　■ 1998 年

グリーンヴァレー物語シリーズ

ポゥさんのカヌー

冬のある日、ポゥさんは、仲間とはぐれて旅
の疲れから倒れている白鳥の子どもを見つけ
ました。ポゥさん一家の温かい看病で白鳥は
みるみる元気になりますが‥‥。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#3614〕
■ 8 分　■ 1998 年

グリーンヴァレー物語シリーズ

ポゥさんの雪だるま

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕　■ 51 分

ねぎぼうずのあさたろうシリーズ

ねぎぼうずのあさたろう 巻之一
其之一「旅立ちのとうげ」
あさたろうはねぎぼうず。広い世界を旅して
みたいといつも遠くを眺めてた。ある日、や
つがしらの権兵衛が、子分引き連れいつも
の悪さ。我慢できずにあさたろう、ねぎじ
る飛ばしてやっつけた。そこで決意のあさた
ろう。畑を飛び出し旅に出た…。

其之二「出会いの宿場町」
初めて目にする江戸の町。そこで出会った、
にんにくにきち。何も知らないあさたろうに、
いろいろ世話を焼いてくれる。ところがこの
にんにく男、じつは悪の手先だった。果たし
てあさたろうの運命は？

原作：飯野和好「ねぎぼうずのあさたろう」福音館書店刊

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕　■ 102 分

ねぎぼうずのあさたろうシリーズ

ねぎぼうずのあさたろう 巻之二
其之三「謎のゆうれい屋敷」
旅を続ける三人衆は雨に打たれてぬれねず
み。急いで飛び込むボロ屋敷。ここはもしや？

其之四「おまんじゅうは恋の味」
ろくごう名物よねまんじゅう。ところがなぜ
か旨くない。どうやら商売敵の仕業らしい。

其之五「弁天様のくれた赤ん坊」
弁天参りのご一行、そこで見つけた赤ん坊。
こりゃ大変！ 始めた子育て、親捜し…。

其之六「きゅうべえと磯菊の花」
再び相見えた浪人きゅうべえ。命をもらう
と刀を抜くが、病気のせいで動けない。

原作：飯野和好「ねぎぼうずのあさたろう」福音館書店刊

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕　■ 102 分

ねぎぼうずのあさたろうシリーズ

ねぎぼうずのあさたろう 巻之三
其之七「嘘つき小僧すず吉」
偶然出会ったすず吉に情けをかけたが運のつ
き。ニセモノたんまり買わされるが…。

其之八「村を守った秘密箱」
ここは箱根の山の中。村まで案内されたは
いいが、出迎えたのは山賊一味！

其之九「くノ一の隠れ里」
現れたるはりんごのおりん。今日は忍者の
昇段試験。こももに勝負を挑んでくる。

其之十「人情渡し舟」
いんちき賭博を見破ったねぎぼうず、危機
一髪、刃が迫ったその時、現れたのは？

原作：飯野和好「ねぎぼうずのあさたろう」福音館書店刊

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕　■ 102 分

ねぎぼうずのあさたろうシリーズ

ねぎぼうずのあさたろう 巻之四
其之十一「鉄火肌火の玉おてつ」
女親分火の玉おてつに忍び寄るは悪党とうぞ
う。あさたろう、そうはさせぬと立ち向かう！

其之十二「はらぺこ侍必殺剣」
沼津の宿で出会ったのは、財布を盗られた
はらぺこ侍。財布の中には大事な手紙が。

其之十三「大笑い一番勝負！」
お笑い勝負の辻の札。パブリカ王子を笑わ
せりゃ、うなぎの蒲焼き食べ放題。

其之十四「もろこし天狗党あらわる」
あらぬ疑いかけられて、お縄頂戴三人衆。
無実の罪を晴らすため、犯人探しに西東。

原作：飯野和好「ねぎぼうずのあさたろう」福音館書店刊
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ぼくらは仲良し10 ぴきのかえる♪
一緒に生まれた仲間だぞ！

第１話　10 ぴきのかえる
第２話　10 ぴきのかえるのなつまつり

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 2 話収録／計 40 分

原作：作／間所ひさこ　絵／仲川道子（ＰＨＰ研究所刊）
Ⓒ 2006 間所ひさこ・仲川道子／ＰＨＰ研究所／東映ビデオ／東北新社

東映 V キッズシリーズ

10ぴきのかえる①

ようこそ、オバケたちの住むぞくぞく村へ。
「ミイラのラムさん」＆「魔女のオバタン」
を収録。

第１話　ミイラのラムさん
第２話　魔女のオバタン

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 2 話収録／計 52 分

原作：作／末吉暁子　絵／垂石眞子（あかね書房刊）
Ⓒ 2006 末吉暁子・垂石眞子／あかね書房／東映ビデオ／東北新社

東映 V キッズシリーズ

ぞくぞく村のオバケたち①

ようこそ、オバケたちの住むぞくぞく村へ。
「おおかみ男」＆「ドラキュラのむすこ」を
収録。

第１話　おおかみ男
第２話　ドラキュラのむすこ

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 2 話収録／計 40 分

原作：作／末吉暁子　絵／垂石眞子（あかね書房刊）
Ⓒ 2006 末吉暁子・垂石眞子／あかね書房／東映ビデオ／東北新社

東映 V キッズシリーズ

ぞくぞく村のオバケたち③

ようこそ、オバケたちの住むぞくぞく村へ。
「がいこつガチャさん」＆「雪女ユキミダイ
フク」を収録。

第１話　がいこつガチャさん
第２話　雪女ユキミダイフク

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 2 話収録／計 40 分

原作：作／末吉暁子　絵／垂石眞子（あかね書房刊）
Ⓒ 2006 末吉暁子・垂石眞子／あかね書房／東映ビデオ／東北新社

東映 V キッズシリーズ

ぞくぞく村のオバケたち⑤
ようこそ、オバケたちの住むぞくぞく村へ。

「雨ぼうずピッチャン」＆「魔女のオバタン
の使い魔」を収録。

第１話　雨ぼうずピッチャン
第２話　魔女のオバタンの使い魔

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 2 話収録／計 40 分

原作：作／末吉暁子　絵／垂石眞子（あかね書房刊）
Ⓒ 2006 末吉暁子・垂石眞子／あかね書房／東映ビデオ／東北新社

東映 V キッズシリーズ

ぞくぞく村のオバケたち⑥

ようこそ、オバケたちの住むぞくぞく村へ。
「妖精レロレロ」＆「とうめい人間サムガ
リー」を収録。

第１話　妖精レロレロ
第２話　とうめい人間サムガリー

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 2 話収録／計 40 分

原作：作／末吉暁子　絵／垂石眞子（あかね書房刊）
Ⓒ 2006 末吉暁子・垂石眞子／あかね書房／東映ビデオ／東北新社

東映 V キッズシリーズ

ぞくぞく村のオバケたち④

ようこそ、オバケたちの住むぞくぞく村へ。
「ちびっこおばけグー・スー・ピー」＆「小
鬼のゴブリン」を収録。

第１話　ちびっこおばけグー・スー・ピー
第２話　小鬼のゴブリン

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 2 話収録／計 40 分

原作：作／末吉暁子　絵／垂石眞子（あかね書房刊）
Ⓒ 2006 末吉暁子・垂石眞子／あかね書房／東映ビデオ／東北新社

東映 V キッズシリーズ

ぞくぞく村のオバケたち②

ぼくらはいつでも10 ぴき一緒でなくちゃ
ね‼︎ 仲良しかえるたちの、心温まるミュー
ジカル・アニメ！

第１話　10 ＋1ぴきのかえる
第２話　ぎろろんやまと10 ぴきのかえる

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 2 話収録／計 40 分

原作：作／間所ひさこ　絵／仲川道子（ＰＨＰ研究所刊）
Ⓒ 2006 間所ひさこ・仲川道子／ＰＨＰ研究所／東映ビデオ／東北新社

東映 V キッズシリーズ

10ぴきのかえる②

第１話　ねずみくんのチョッキ
第２話　りんごがたべたいねずみくん
第３話　コップをわったねずみくん
第４話　また！ ねずみくんのチョッキ
第５話　ねずみくんのブランコ
第６話　ねみちゃんとねずみくん

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 6 話収録／計 38 分

原作：作／なかえよしを　絵／上野紀子（ポプラ社刊）
Ⓒ 2006 なかえよしを・上野紀子／ポプラ社／東映ビデオ／東北新社

東映 V キッズシリーズ

ねずみくんのチョッキ①
第１話　またまた！ ねずみくんのチョッキ
第２話　ねずみくんとおんがくかい
第３話　ぞうさんとねずみくん
第４話　ねずみくん　ねずみくん
第５話　ねずみくんのひみつ
第６話　ねずみくんのたんじょうび

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 6 話収録／計 38 分

原作：作／なかえよしを　絵／上野紀子（ポプラ社刊）
Ⓒ 2006 なかえよしを・上野紀子／ポプラ社／東映ビデオ／東北新社

東映 V キッズシリーズ

ねずみくんのチョッキ②
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ようこそ！「王さま」ワールドへ！ 沢山の
お城の仲間たちが繰り広げるワクワクほ
のぼの…楽しいアニメ。

第１話　おしゃべりなたまごやき
第２話　王さまタクシー
第３話　たまごがいっぱい
第４話　たんじょう日のプレゼント

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 4 話収録／計 40 分

原作：作／寺村輝夫　絵／和歌山静子（「ぼくは王さまシリーズ」理論社刊）
Ⓒ 2006 寺村輝夫・和歌山静子／理論社／東映ビデオ／東北新社

東映 V キッズシリーズ

ぼくは王さま

●きょうしつはおばけがいっぱい
おばけやしきの中は、ホンモノのおば
けたちでいっぱい⁉︎

●ぼくはゆうしゃだぞ
テレビゲームの世界に行って、モンス
ター相手に大活躍⁉︎

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 2 話収録／計 45 分

原作：作／さとうまきこ　絵／原ゆたか（あかね書房刊）
Ⓒ 2006 さとうまきこ・原ゆたか／あかね書房／東映ビデオ／東北新社

東映 V キッズシリーズ

きょうしつはおばけがいっぱい／ぼくはゆうしゃだぞ

●からすのパンやさん
ねってまるめて、ほんわかこんがり。
おいしいパンのできあがり！

●どろぼうがっこう
ぬき足、さし足、しのび足、どろぼう
学校のはじまりだ！

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 2 話収録／計 40 分

原作／かこさとし（偕成社刊）
Ⓒ 2006 かこさとし／偕成社／東映ビデオ／東北新社

東映 V キッズシリーズ

からすのパンやさん／どろぼうがっこう

「魔女の宅急便」の原作者・角野栄子が
贈るいたずらが大好きなちびねこのお話。

●ちびねこチョビ

●ちびねこコビとおともだち

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 2 話収録／計 40 分

原作：作／角野栄子　絵／垂石眞子（あかね書房刊）
Ⓒ 2006 角野栄子・垂石眞子／あかね書房／東映ビデオ／東北新社

東映 V キッズシリーズ

ちびねこチョビ／ちびねこコビとおともだち

うしろの席のオチアイくんは、いつもいじ
わる。「うしろのせきは、コワイ！」＆「ドッ
ジボール対決」を収録。

第１話　うしろのせきは、コワイ！
第２話　ドッジボール対決

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 2 話収録／計 46 分

原作／武田美穂（ポプラ社刊）
Ⓒ 2006 武田美穂／ポプラ社／東映ビデオ／東北新社

東映 V キッズシリーズ

うしろのせきのオチアイくん

■ DVD 各期（各５巻セット） 50,000 円　㊫ 18,000 円　〔C#7499〕
■ アメリカ制作／日本語吹き替え　■各期 50 分

誰もが知っている世界の名作を、美しく細密な背景画と滑
らかな動きで描いた、大人も楽しめる質の高い作品です。

【第１期】
１. シンデレラ　２. アーサー王物語　３. ノートルダムの鐘　
４. 白い牙　５. 王女アナスタシア
【第２期】
６. 美女と野獣　７. アリババと 40 人の盗賊
８. ヘラクレス　９.モーゼ　10. フランケンシュタイン
【第３期】
11. ポカホンタス　12. 銀のスケート
13. ロビンフッドの冒険　14. 岩窟王
15. ゴールディロックスと３匹のクマ
【第４期】
16. シンドバッドの冒険　17. 男装の騎士ムーラン　
18. 長靴をはいた猫　19. ３匹の子ぶた　20. おやゆび姫
【第５期】
21. 人魚姫　22. 裸の王様　23.ウィリアム・テル　
24. ヘンゼルとグレーテル　25. ハーメルンの笛吹き男

アニメーション

世界名作アニメーション 全 25 巻
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社会教育　一般教養

26歳のペトリは、彼女と別れたことをきっ
かけに、モノで溢れ返った自分の部屋を
リセットする“ 実験 ” を決意。ロングラン
ヒットのフィンランド発お片づけ映画！

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
■ 83 分　■ 2013 年

劇映画

365 日のシンプルライフ

会社では順風満帆。一見平凡なサラリーマンの
俊介だが、妻との関係は冷え切り、次第に息子、
娘との関係も破綻していった。そんな生活の中、
同居する父親が認知症を発症したことから、俊
介は家族との絆を取り戻すべく、家族を連れ出
し父親の故郷へ旅をする―。

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の販売対象は視聴覚ライブラリーのみとなります
■ 107 分　■ 2014 年

サクラサク
劇映画

20 世紀末、映画監督 A は、両親の人生を映画
にしようとしていた。A の母親エレニは、女子
大生の時、秘密警察に逮捕されるも脱走をする
が、恋人のスピロスとは離れ離れになってしまう。
1953 年、スピロスはギリシャ難民の町テミル
タウにたどり着き、エレニと再会するが…。

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の販売対象は視聴覚ライブラリーのみとなります
■ 128 分　■ 2014 年

エレニの帰郷
劇映画

日本の近代美術に大きな足跡を残した岡倉天
心。本作品は、明治という時代にあって日本の
美を『再発見』し、新しい美を生み出そうと苦
闘する天心とその弟子である若き画家たち～横
山大観、下村観山、菱田春草、木村武山～の
葛藤と師弟愛の物語です。

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の販売対象は視聴覚ライブラリーのみとなります
■ 122 分　■ 2013 年

天 心
劇映画

７歳の心のまま大人になったマコ。最愛の父
“ いっぽん”とずっと一緒にいるはずだった…。
なのに彼女は何故死んでしまったのか？ 東京セ
レソンデラックス伝説の舞台、待望の映画化！　
実在の事件をもとに描かれる、父娘の深い愛。
魂が震える、珠玉の物語が遂に誕生。

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の販売対象は視聴覚ライブラリーのみとなります。
■ 123 分　■ 2013 年

くちづけ
劇映画

待ちに待った夏休み。けれど、小学５年の田辺
健斗はどこへも連れて行ってもらえない。夏休
みの宿題「街の地図」もまったく描けないでいる。
そんなある日、山に暮らす謎の男とのトラブルを
きっかけに、ひと騒動が巻き起こり…。情緒あ
ふれる広島をバックに少年の成長を描きます。

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の販売対象は視聴覚ライブラリーのみとなります
■ 96 分　■ 2013 年

夏休みの地図
劇映画

石垣島のサンゴを破壊しようという「橋の建設計
画」が浮上し、自然保護官として島に赴任して
きた矢島。サンゴを守ろうと立ち上がった彼の
行動が、同僚や仲間たちを巻き込み、難題や事
件を乗り越えていく…。中学・高校生にこそ見て
ほしい痛快青春エンターテインメント。

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の販売対象は視聴覚ライブラリーのみとなります。
■ 100 分　■ 2013 年

サンゴレンジャー
劇映画

日韓の歴史に秘められた、史実に基づく情熱と
感動のヒューマンストーリー。民族の壁を越え、
時代の壁を越えて生きた、男と男の物語がここ
に誕生！
監督：高橋伴明

■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の販売対象は視聴覚ライブラリーのみとなります
■ 119 分　■ 2013 年

道 －白磁の人－

劇映画

回復へのイベントを通じて、自分たちはど
う変わったか、変わらなかったものはな
にか…その問いを持つことから、子ども
は心の傷の回復へ迎えます。被災地の小
学生たちが取り組んだ映画制作と感想を
小中学生の他の子どもたちが視聴し、心
の傷を越えるヒントを話し合います。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 20 分　■ 2014 年

ドキュメンタリー

ぼくらの誇り
心の傷とどう向き合うか

祖父の死をきっかけに、はるかは子どもの頃聞
いた宇宙の話を思い出す。星は輝きながら新し
い原子を生み出し、それが星の死によって宇宙
に広がり、太陽と地球が生まれた。そしてその
話に込められた祖父の想いに気づき始める。

■ DVD 98,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の販売対象は視聴覚ライブラリーのみとなります
■ 39 分　■ 2013 年
★教育映像祭優秀作品賞
　映文連アワード2013	文部科学大臣賞

Eternal Return
－いのちを継ぐもの－

科学映像

一
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新田桂子は社内でもトップの成績を誇る営業
ウーマン。しかしある事件をきっかけに「子供
の頃に受けた心の傷」を意識し始める。幼少
期の家族不和、学生時代のいじめ…自らの失
われた過去に直面した彼女は、次第に過去と
現在の狭間で幻影に苦しめられていく…。
■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 60 分　■ 2012 年

劇映画

インナーチャイルド

｢田んぼの生きもの調査から見えてきたもの｣
はるか昔から、私たち人間と共に生き続けて
きた生きものの生命（いのち）が続かなくなる
ような環境の変化は、いずれ私たち人間の安
全で豊かな生活をも脅かすこととなる・・・。鳥・
虫・魚・人は ｢田んぼ｣でつながっているのです。
■ DVD 40,000 円　㊫ 20,000 円　〔C#7499〕
■ 21 分　■ 2008 年

ドキュメンタリー

田んぼ －生きものは語る－

障害を持つ人々を中心に結成された合唱団に
よるコンサートのドキュメンタリー。練習風景、
コンサートに寄せる想い、家族やサポーター
たちの様子を丹念に追った感動の１本です。

■ DVD 35,000 円　〔C#7499〕
■ 80 分　■ 2007 年

ドキュメンタリー

A
アン
n d

ディ
ie F

フロイデ
reude ̶ 歓喜を歌う

「あの頃、僕たちは魂の絆で結ばれていた・・・」 
昭和 31 年、東京下町を舞台に、童謡を歌い
継いでいこうとした若い女性教師と子どもたち
の間に結ばれる、“ 魂の絆 ” の物語。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#7499〕
■ 98 分　■ 2007 年
★文部科学省選定・リヨン・アジア映画祭グランプリ

劇映画／アニメーション

ふるさと－ＪＡＰＡＮ

2006 年夏、FIFA ワールドカップの余韻が
残るドイツで行われた、知的障害者による通
称〈もうひとつのワールドカップ〉、INAS-FID
サッカー世界選手権大会。選手たちと大会の
様子を追ったドキュメンタリーです。

■ DVD 45,000 円　〔C#7499〕
■ 83 分　■ 2007 年
★文化庁映画賞優秀賞

ドキュメンタリー

プライド in ブルー

第 21 回夏季デフリンピックに出場した「ろう
者女子サッカー日本代表チーム」を追ったス
ポーツ・ドキュメンタリー。大会のみならず学
校や職場など、選手たちの歩んできた道や家
族の思い、ろう教育の変遷と現状を紹介しま
す。
■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 88 分　■ 2010 年
★第34回山路ふみ子映画福祉賞

ドキュメンタリー

アイ・コンタクト
もう１つのなでしこジャパン　ろう者女子サッカー

田辺明子は自分の仕事ぶりに自信を持ってい
る女性。しかしアキレス腱を断裂し入院するこ
とに。仕事の企画書も満足に書けず、上司か
らはプロジェクトを降りるように宣告される。
持っていたプライドが音を立てて崩れていく
中、明子は少しずつ変わっていくのだが…。
■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 53 分　■ 2011 年

劇映画

ＡＮＧＥＬ
〜車椅子の夏〜

仁太坊̶様々なハンディや時代の壁と戦いな
がら、生きるために必死になって、今に伝わ
る津軽三味線の独自の叩き奏法を生み出した
人物。仁太坊の少年期から青年期の成長の過
程を史実とフィクションを交えて描きました。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 60,000 円　㊫ 30,000 円
■ 100 分　■ 2003 年　★文部科学省選定・日本ＰＴＡ全国協議会推薦ほか

劇映画／アニメーション

ＮＩＴＡＢＯＨ
仁太坊 － 津軽三味線始祖外聞

バカンスで人のいなくなった静かなローマでの、
音楽教師ニーナのひと夏の不思議な物語。まぶ
しい光と薄暮のエウル。街角のカフェとおしゃれ
なケーキ屋。彼女の奇妙なひと夏は、様々な出
会いにより、魔法のように輝いていく…。
■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の販売対象は視聴覚ライブラリーのみとなります
■ 78 分　■ 2012 年　

ニーナ ローマの夏休み

劇映画

人気脚本家のアルベルトと自動車修理工場を営
むアンジェロは、心臓発作の集中治療室で同室
になる。性格や生き方が全く対照的な二人だっ
たが、退院後に再会して、お互いが必要だと実
感する。二人の男性の友情を描いた感動作。
■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の販売対象は視聴覚ライブラリーのみとなります
■ 104 分　■ 2009 年　

ハートの問題
劇映画

30 歳目前のカルロ、マルコ、パオロ、アドリアー
ノ、アルベルトの 5 人は幼なじみ。カルロは恋
人の妊娠を知ったが、18 歳の少女に惹かれてい
る。マルコは結婚直前。パオロは別れた恋人を
忘れられない…。
■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の販売対象は視聴覚ライブラリーのみとなります
■ 118 分　■ 2001 年

最後のキス
劇映画

生涯を修道生活に捧げる誓いの儀式を控えてい
るカテリーナと、独身でクリーニング店の経営
者のエルネストは、捨てられた赤ちゃんを通して
偶然に知り合う。エルネストは赤ちゃんを自分
の子かもしれないと思い母親探しを始めるが…。
■ DVD 70,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の販売対象は視聴覚ライブラリーのみとなります
■ 102 分　■ 1998 年

もうひとつの世界
劇映画

一般教養社会教育

一
般
教
養
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スーパーバトル！
世界のクワガタ・カブトムシ
世界中から集まったカブトムシやクワガタムシ
が、世界最強王者の座をかけて迫力のバトルを
展開！ カブトムシの飼い方も分かりやすく教え
ます。

■ DVD 9,333 円　〔C#1049〕
■ 36 分　■ 2006 年　

子ども向け作品

昭和30年代前半に制作された教育文化映画「日
本の祭り」シリーズ４作品をニュープリントで完
全復刻。当時の祭りの様子、人々の暮らしぶり
が生きいきとよみがえります。
※制作当時の映像・音声をそのまま収録しています。
■ DVD 50,000 円　㊫ 25,000 円　〔C#1615〕
■ モノクロ作品／復刻版リーフレット付き
■ 79 分　■ 2006 年　

昭和 30 年代 日本の祭り
蘇る村祭りの記憶

ドキュメンタリー

日本や世界のクワガタ・カブトムシを紹介。また、最強王者決定戦で
は、ヘラクレス、ギラファ、コーカサス…世界中から集まった甲虫た
ちが対決！　

■ DVD 9,333 円　〔C#3127〕
■ 20 分　■ 2005 年　

子ども向け作品

世界のクワガタ・カブトムシ 大集合！

■ DVD-R 90,000 円　字幕版あり
■ VHS 90,000 円
　〔C#6688　字幕版 C#6680〕
■ 54 分　■ 2005 年
★文部科学省選定

ステップ！

■ DVD-R 70,000 円　字幕版あり
■ VHS 70,000 円
　〔C#7373　字幕版 C#7374〕
■ 38 分　■ 2004 年
★文部科学省選定

もう一度、あの浜辺へ

■ DVD-R 55,000 円
■ VHS 55,000 円　㊫ 25,000 円
　〔C#7499〕
■ 18 分　■ 2002 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

よーいドン！

■ VHS 70,000 円
　〔C#6041　字幕版 C#6042〕
　 DVD-R 版あり
■ 30 分　■ 2002 年
★文部科学省選定

新しい風

■ VHS 50,000 円　㊫ 22,000 円
　〔C#7499〕
■ 17 分　■ 2001 年

しっぱい　いっぱい　
もいっかい

■ VHS 90,000 円　㊫ 40,000 円
　〔C#7362 字幕版 C#7363〕
　 DVD-R 版あり
■ 54 分　■ 2001 年
★教育映像祭優秀作品賞

メール ─ MAIL ─

■ VHS 80,000 円　㊫ 45,000 円
　〔C#6078〕
　 DVD-R 版あり
■ 48 分　■ 2000 年

いのち輝く灯

■ VHS 80,000 円
　〔C#7499〕
■ 42 分　■ 1998 年

蛍の舞う街で

■ VHS 45,000 円　㊫ 25,000 円
　〔C#6582〕
　 字幕版あり
■ 20 分　■ 1998 年

純がくれた命

■ VHS 80,000 円　㊫ 45,000 円
　〔C#7499〕
　 字幕版あり／ DVD-R 版あり
■ 39 分　■ 1997 年

おじいちゃんのトマト

■ VHS 80,000 円　㊫ 45,000 円
　〔C#6371〕
　 字幕版あり／ DVD-R 版あり
■ 40 分　■ 1996 年

くもりのち晴れ

■ VHS 80,000 円　㊫ 45,000 円
　〔C#7268〕
　 字幕副音声版あり／ DVD-R 版あり
■ 46 分　■ 1994 年

へんてこなボランティア

■ VHS 80,000 円　㊫ 45,000 円
　〔C#7459〕
　 字幕副音声版あり／ DVD-R 版あり
■ 40 分　■ 1993 年

わすれるもんか

■ VHS 50,000 円　㊫ 25,000 円
　〔C#6994〕
　 DVD-R 版あり
■ 20 分　■ 1996 年

アニメーション
菜の花（原作・まつざきたけとし）

■ VHS 80,000 円　㊫ 45,000 円
　〔C#7361〕
　 DVD-R 版あり
■ 41 分　■ 1994 年

芽吹き

■ VHS 80,000 円　㊫ 45,000 円
　〔C#6578〕
　 DVD-R 版あり
■ 36 分　■ 1990 年

新ちゃんがないた！

■ VHS 42,000 円
　〔C#7266〕
　 DVD-R 版あり
■ 15 分　■ 1987 年

ベロ出しチョンマ

■ VHS 80,000 円
　〔C#6102〕
　 DVD-R 版あり
■ 28 分　■ 1987 年

海のコウモリ

社会教育 一般教養

一
般
教
養
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なぜなに社会科 映像資料集
DISC 1 飲料水・電気
※ 制作中につき、内容・価格等が変更となる場合があります
■ ３タイトル収録　DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円（予価）　〔C#1620〕
■ 各タイトル 本編 10 〜12 分＋映像クリップ　■ 2018 年 6 月発売予定

次期学習指導要領に向けた、社会科・新シリーズ登場！
最新の映像、的確な構成で、社会の中の様ざまな事象
を紹介します。余計なものは加えない、とことん映像の
力で見せていく、社会科教材の王道をいくシリーズです。
DISC1は、４年生「飲料水、電気を供給する事業」に
関する３タイトルを収録。

監修：東京都台東区立金竜小学校 校長　古谷尚律

社会　映像資料

知りたい！ 浄水場 知りたい！ 火力発電所 知りたい！
自然エネルギーを使った発電

河川水から飲み水を作り出す浄水場。近年と
くに重視されている安全対策など最新の状況
をふまえながら、水をきれいにする仕組み、
そこで働く人びとの努力を紹介します。関連し
てダムや取水ぜきも取り上げ、飲料水の安定
供給を担う大切な役割に気づかせます。

現在、日本の電力の大部分を担う火力発電所。
ＬＮＧタンカーの入港から、進歩した発電の
仕組み、変電所の役割まで、電気が届けられ
るまでの流れを紹介。東日本大震災時の対応
など、電気の安定供給のため責任感を持って
働く人びとの熱い思いが伝わります。

東日本大震災以後、さらに注目を集めている、
自然エネルギーを使った発電。水力・太陽光・
風力・地熱、それぞれの発電所を取材した映
像で仕組みを分かりやすく紹介します。優れ
た点だけではなく課題とされる点も取り上げ、
電力供給の未来を広い視野で考えさせます。

なぜなに社会科 映像資料集
DISC 2 ごみ処理・下水道
※ 制作中につき、内容・価格等が変更となる場合があります
■ ３タイトル収録　DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円（予価）　〔C#1621〕
■ 各タイトル 本編 10 〜15 分＋映像クリップ　■ 2018 年 6 月発売予定

次期学習指導要領に向けた、社会科・新シリーズ登場！
最新の映像、的確な構成で、社会の中の様ざまな事象
を紹介します。余計なものは加えない、とことん映像の
力で見せていく、社会科教材の王道をいくシリーズです。
DISC2 は、４年生「廃棄物を処理する事業」に関する
３タイトルを収録。

監修：東京都台東区立金竜小学校 校長　古谷尚律

社会　映像資料

知りたい！ 清掃工場 知りたい！ 資源のリサイクル
燃やせるごみを処理するのが清掃工場。大量
のごみが集まる、ごみピット、ごみを焼却炉
に投入する巨大なクレーン、進んだ設備を持
つ中央制御室など、清掃工場の仕組みと働く
人びとの様子を丁寧に追いかけます。完成し
たばかりの最新の清掃工場に取材しました。

かん・びん・ペットボトルは、分別して出した
あと、どのようにして資源に生まれ変わるので
しょうか。リサイクルセンターでの入念な選別
作業の様子、そして、かん・びん・ペットボト
ルが再資源化される工程を、それぞれのあと
を追って具体的に紹介していきます。

使ったあとの汚れた水をきれいにして自然に
返す、大切な役割を果たしているのが下水処
理場です。微生物を利用した処理、取り除い
た汚泥の行方など、下水処理場の仕組みと、
そこで働く人々の様子を、余すところなく伝え
ます。

小学校学習指導要領を踏まえながら、「交通事
故防止のための活動」「事故発生時の仕事」「交
番における仕事」などを行う、警察官の働く様
子を紹介します。警察署や交番を見学するため
の準備学習やふりかえり学習に活用できます。
■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の学校特別価格は小学校にのみ適用されます
■ 18 分　■ 2017 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

事故や事件から人を守る 町を守る
警察しょのはたらき

社会　地域の安全

小学校学習指導要領をふまえて、火災から人々
の安全を守るための、消防署や関係機関の活動
を紹介します。消防署を見学する際の事前学習
や振り返り学習に活用できる教材です。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の学校特別価格は小学校にのみ適用されます
■ 20 分　■ 2016 年
★文部科学省選定

火災から人を守る 町を守る
消防しょのはたらき

社会　地域の安全

知りたい！ 下水処理場

社

　会

小学校教材　社 会
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使った後の水をきれいにする下水処理場。そ
の過程で出る汚泥の処理や、資源としての再
利用についても紹介。水の循環を理解させ、
使った水はきれいにして自然に返す必要性を
教えます。
■ 9 分　★文部科学省選定

下水処理場を見てみよう
ごみの中で最も多いのが可燃ごみです。その
焼却処理を行う清掃工場を紹介します。また、
埋立処分場や、熱利用を行っている施設も取
材しました。ごみを減らす大切さに気付かせ
ます。
■ 9 分　★文部科学省選定

清掃工場を見てみよう

ダムと取水堰は、水道水を確保するための大
切な施設です。それらのはたらき、また普段
は目にできない様々な仕事や施設を紹介し、
私たちのもとへ水が送られてくる道筋を理解
させます。
■ 9 分

ダムと取水ぜきを見てみよう
きれいで安全な水を作り出す浄水場。川の水
がきれいにされていく過程を紹介します。水
質検査室や高度浄水処理施設など興味深い
映像を通し、浄水場の役割と水の大切さに気
付かせます。
■ 8 分　★文部科学省選定

浄水場を見てみよう

交番の仕事、交通管制センターや交通安全教
室、通信指令室の様子を、具体的な映像で分
かりやすく紹介します。安全なくらしが警察の
人びとの努力に支えられていることに気付かせ
ます。
■ 9 分　★文部科学省選定

警察の仕事を見てみよう
私たちのくらしを火事から守るため、消防署の
人々は日夜努力を重ねています。通常の見学
ではなかなか見ることのできない場面も盛り
込み、消防署の人びとの努力を深く印象付け
ます。
■ 10 分　★文部科学省選定

消防署の仕事を見てみよう

■ DVD 6タイトル収録 60,000 円
　 ㊫ 30,000 円　〔C#2007〕
■ 計 54 分　■ 2005 年

■ 警察の仕事を見てみよう ■ 消防署の仕事を見てみよう
■ ダムと取水ぜきを見てみよう ■ 浄水場を見てみよう
■ 下水処理場を見てみよう ■ 清掃工場を見てみよう

社会　映像資料

みるみる社会科 DVD DISC 2

安全・健康なくらしを支える

毎朝活気あふれる卸売市場。マグロの卸売を
例に紹介します。子どもたちがなかなか目にす
ることのできない場面やインタビューも交え、
市場に働く様々な人びとの役割を理解させま
す。
■ 9 分　★文部科学省選定

市
い ち ば

場を見てみよう
くらしに欠かせない郵便の仕事。郵便物はど
のように私たちへ届けられるのでしょう。機
械などの進んだ仕組みとともに、手作業での
区分や配達など、郵便局の様子を分かりやす
く紹介します。
■ 9 分

郵便局を見てみよう

子どもたちにも身近なスーパーマーケット。売
り場の裏側には、普段目にできない様々な仕
事があります。インタビューを交え、スーパー
マーケットを支える人びとの努力と工夫を伝え
ます。
■ 9 分　★文部科学省選定

スーパーマーケットを見てみよう
比較的規模の小さな「町のパン工場」を取材
しました。食パンが作られる工程を中心に、
パン作りの流れを丹念に紹介します。職人さ
んの熟練した技やパン作りへの熱意を伝えま
す。
■ 9 分　★文部科学省選定

パン工場を見てみよう

■ DVD 4タイトル収録 60,000 円
　 ㊫ 30,000 円　〔C#2006〕
■ 計 36 分　■ 2005 年

■ スーパーマーケットを見てみよう ■ パン工場を見てみよう
■ 市場を見てみよう  ■ 郵便局を見てみよう

社会　映像資料

みるみる社会科 DVD DISC 1

みんなの町ではたらく人びと

社　会小学校教材

社

　会
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容器としての長い歴史を持つガラスびんは、
リサイクルしやすく、リユースにも適している
ため近年見直されつつあります。びんのリサイ
クルとリユースの様子を具体的に紹介します。

■ 10 分

びんのリサイクルを見てみよう
年々、使用量が増えるペットボトル。かつては
焼却・埋立てされていましたが、近年リサイク
ルのための環境が整ってきました。工場の様
子を中心に、リサイクルの様子を具体的に紹
介します。
■ 8 分

ペットボトルのリサイクルを見てみよう

ガスは、くらしを支える大切なエネルギーの
ひとつです。私たちの家庭までガスを安全確
実に届けるための様々な施設と、そこで働く
人びとの努力と工夫の様子を伝えます。

■ 11 分

ガス会社の仕事を見てみよう
くらしから出る空き缶は、どのようにリサイク
ルされるのでしょうか。選別作業に始まり、
資源として生まれ変わる様子を紹介していき
ます。リサイクルの現場を具体的に理解させ
る内容です。
■ 10 分

かんのリサイクルを見てみよう

日本の電力供給の中心である火力発電所。発
電のしくみや、通常見学できない場面を紹介
します。進化し続ける火力発電所の現在と、
そこに働く人びとの努力と熱意を伝えます。

■ 10 分　★文部科学省選定

火力発電所を見てみよう
原子力発電所では、一度事故が起これば取り返しのつかない大きな
被害が生じます。発電のしくみや、そこで働く人びとの姿を伝えます。
※ 2004 年 12 月に取材した内容を基に構成しています。

■ 11 分

原子力発電所を見てみよう

■ DVD 6タイトル収録 60,000 円
　 ㊫ 30,000 円　〔C#2008〕
■ 計 60 分　■ 2005 年

■ 火力発電所を見てみよう ■ 原子力発電所を見てみよう
■ ガス会社の仕事を見てみよう ■ かんのリサイクルを見てみよう
■ びんのリサイクルを見てみよう ■ ペットボトルのリサイクルを見てみよう

社会　映像資料

みるみる社会科 DVD DISC 3

エネルギーと環境

漁業を支える漁港。岸壁での水揚げ作業に始
まり、市場の様子、製氷工場、冷凍庫などの
施設、そしてこれら漁港の施設全体を管理運
営している漁業協同組合の役割などを紹介し
ます。
■ 8 分

漁港のやくわりを見てみよう

果物生産の例として、梨をつくる農家の様子
を紹介します。長期間にわたる取材をもとに、
一年間の農作業の様子を紹介。良い梨を作る
ための努力と工夫を具体的に理解できる内容
です。
■ 10 分　★ 教育映像祭優秀作品賞

なしをつくる農家の人びと
畜産業の例として、乳牛を飼育する酪農家で
毎日欠かさず行われる作業の様子を紹介しま
す。生きものを相手にする仕事ならではの努力
と工夫、そして喜びを感じさせる内容に構成
しました。
■ 10 分

酪農家の仕事を見てみよう

米どころ庄内平野に取材し、稲作の様子を季
節を追って紹介します。昭和３０年代の農作
業の映像も挿入し、日本の食生活を支える稲
作農家の人びとの努力と工夫の様子を実感で
きる内容です。
■ 9 分　★文部科学省選定

米をつくる農家の人びと
キャベツ農家に取材し、野菜を作る農家の仕
事を紹介します。仕事の流れを理解させるだ
けではなく、自然とともに生きる農家ならでは
の苦労や喜びの気持ちが実感的に伝わってき
ます。
■ 10 分

キャベツをつくる農家の人びと

■ DVD 5タイトル収録 60,000 円
　 ㊫ 30,000 円　〔C#2009〕
■ 計 47 分　■ 2005 年

■ 米をつくる農家の人びと  ■ キャベツをつくる農家の人びと
■ なしをつくる農家の人びと ■ 酪農家の仕事を見てみよう
■ 漁港のやくわりを見てみよう

社会　映像資料

みるみる社会科 DVD DISC 4

食料生産にたずさわる人びと

小学校教材 社　会

社

　会
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私たちのくらしに欠かすことのできないニュー
ス番組。ニュース番組がつくられる過程を通
し、普段なかなか目にすることのできないテ
レビ局の仕事を、臨場感あふれる映像で紹介
します。
■ 10 分

ニュース番組をつくる人びと
古い歴史を持ちながら、現在も中心的なメディ
アである新聞。記者の取材、記事を完成させ
るデスク、正確さを要求される紙面作成の作
業など、新聞が作られる現場の様子を伝えま
す。
■ 11 分

新聞社の仕事を見てみよう

食料品工業の例として、製菓工場でカカオ豆
がチョコレートに姿を変えていく様子を捉えま
した。生産ライン、商品検査や衛生管理の様
子など、食料品工業での努力と工夫を紹介し
ます。
■ 8 分

お菓子の工場を見てみよう
日本の産業を支えるトラック輸送。大量の荷
物を早く確実に運ぶ工夫を探ります。荷物が
目的地に届くまでの流れを具体的に紹介し、
トラック輸送にたずさわる人びとの努力を伝え
ます。
■ 10 分

トラック輸送を見てみよう

産業の基盤となる鉄を作り出す製鉄所。高炉
で真っ赤に溶けた鉄が生み出され、圧延を経
て多彩な鉄鋼製品となる工程を紹介します。
製鉄所を支える技術と人びとの熱意を伝えま
す。
■ 10 分

製鉄所を見てみよう
身近な工業製品である自動車。すすんだ技術
により生産される様子を紹介します。インタ
ビューなどを交え、働く人びとの努力と工夫
が生産や開発に生かされていることに気付か
せます。
■ 10 分

自動車工場を見てみよう

■ DVD 6タイトル収録 60,000 円
　 ㊫ 30,000 円　〔C#2010〕
■ 計 59 分　■ 2005 年

■ 製鉄所を見てみよう  ■ 自動車工場を見てみよう
■ お菓子の工場を見てみよう ■ トラック輸送を見てみよう
■ ニュース番組をつくる人びと ■ 新聞社の仕事を見てみよう

社会　映像資料

みるみる社会科 DVD DISC 5

工業と情報通信

私たちのくらし、そして政治のあり方の基盤と
なっているのが日本国憲法です。町の中の様々
な施設や人を紹介することで、憲法とくらしの
関わり、憲法の大切さに気づかせます。

■ 11 分

私たちのくらしと憲法のかかわり

市役所の仕事は私たちのくらしのあらゆる場
面に関わり、その内容は実に様々です。くら
しを支える公共の仕事とはどういうものか、
具体的な映像と多彩なインタビューで分かり
やすく紹介します。
■ 12 分

市役所の仕事を見てみよう
私たちのくらしに最も身近な政治の中心、そ
れが市議会です。議会の役割とは何か、どの
ように話し合いが行われるのかを、実際の市
議会を取材した映像と議員へのインタビュー
で紹介します。
■ 12 分

市議会のようすを見てみよう

■ DVD 3タイトル収録 60,000 円
　 ㊫ 30,000 円　〔C#2011〕
■ 計 35 分　■ 2010 年

■ 市役所の仕事を見てみよう ■ 市議会のようすを見てみよう
■ 私たちのくらしと憲法のかかわり

社会　映像資料

みるみる社会科 DVD DISC 6

政治のはたらき

社　会小学校教材

社

　会

みるみる社会科ＤＶＤ　■ＤＩＳＣ１〜６ 全巻セット 360,000 円　㊫ 180,000 円　〔C#2005〕　
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社会　特色ある地域

いろいろな土地のくらしシリーズ
あたたかい土地のくらし －沖縄県・石垣島－
暖かい気候を生かした稲作やパイナップル・
花栽培などの農業・園芸・観光事業。そのた
めの飛行場建設計画や自然環境破壊の心配な
ど、島の生活を守る人々の努力を描きます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0039〕
■ 15 分　■ 1995 年
★文部省選定

社会　特色ある地域

いろいろな土地のくらしシリーズ
高原の人々のくらし －長野県・南牧村－
八ヶ岳の火山灰が積もってできた野辺山原の
開拓の歴史は石との闘いでした。苦労が実っ
て今では高原という特色を生かした農業や牧
畜が盛んです。その様子を描きます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0706〕
■ 15 分　■ 1995 年
★文部省選定

社会　特色ある地域

いろいろな土地のくらしシリーズ
雪の多い土地のくらし －秋田県・横手市－
寒風や雪を防ぐ張出し。雪下ろしや道路の除
雪。豪雪対策から生み出された流雪溝など、
苦労の多い雪国のくらしや産業。その工夫と
努力、雪国の楽しい行事などを描きます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2210〕
■ 15 分　■ 1995 年
★文部省選定

社会　特色ある地域

いろいろな土地のくらしシリーズ
低地の人々のくらし －岐阜県・海津町－
木曽川・長良川・揖斐川に囲まれた水面より
低い町を例に、過去の水害を教訓に人々が水
と闘いながら生み出してきた特色あるくらしの
知恵や新しい町づくりの様子を描きます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1447〕
■ 15 分　■ 1995 年
★文部省選定

■ DVD-R 各巻 38,000 円 ㊫  19,000 円
■ DVD-R 全 18 巻セット 600,000 円 ㊫ 300,000 円 〔C#1000〕

学習指導要領に沿って構成された小学校社会科向けのビデオ
シリーズ。各単元をコンパクトにまとめたシリーズ構成です。
各巻とも単元内容に応じたブロック構成になっています。
監修：東京都千代田区立お茶の水小学校 校長 桑原利夫
　　　東京都江東区立第一亀戸小学校 校長 小松澤昌人
　　　鶴見大学文化財学科 教授 関幸彦

社会　教材シリーズ

小学社会科ビデオシリーズ

〔C#1001〕
■ 15 分
■ 2002 年

けんこうなくらしを守るために
●水はどこから
●ごみのゆくえ

〔C#1010〕
■ 16 分
■ 2002 年

奈良の大仏・貴族の世
●聖徳太子のめざした政治　●聖武天皇の願い
●紫式部と清少納言

〔C#1002〕
■ 15 分
■ 2002 年

安全なくらしを守るために
●消ぼうしょのしごと
●けいさつしょのしごと

〔C#1011〕
■ 15 分
■ 2002 年

武士の世と室町文化
●平氏と源氏　●元軍がせめてきた
●室町文化

〔C#1003〕
■ 15 分
■ 2002 年

食料生産とわたしたちのくらし
●米づくりにたずさわる人びと
●水産業にたずさわる人びと

〔C#1012〕
■ 15 分
■ 2002 年

天下統一のゆくえ
●信長の「天下布武」　●秀吉の天下統一
●江戸幕府を開いた家康

〔C#1004〕
■ 14 分
■ 2002 年

自動車工業とわたしたちのくらし
●自動車工場ではたらく人びと
●自動車工業をささえる貿易や運輸

〔C#1013〕
■ 15 分
■ 2002 年

江戸幕府と町人の文化
●大名行列がいく ●出島のオランダ屋敷
●江戸の町を歩いてみよう ●杉田玄白の「解体新書」

〔C#1005〕
■ 13 分
■ 2002 年

放送局ではたらく人びと
●ニュース番組が放送されるまで
●わたしたちのくらしと情報

〔C#1014〕
■ 15 分
■ 2002 年

明治維新と文明開化
●黒船がやってきた！　●西郷隆盛の見た明治維新
●福沢諭吉と「学問のすゝめ」

〔C#1006〕
■ 13 分
■ 2002 年

日本の位置と地形のようす
●日本の位置と広さ
●日本の地形

〔C#1015〕
■ 15 分
■ 2002 年

日清・日露　ふたつの戦争
●自由民権のうねり ●ふたつの戦争のかげで
●条約改正 ●科学の発展

〔C#1007〕
■ 14 分
■ 2002 年

日本の気候のようす
●日本の気候の特色　●あたたかい土地のくらし
●寒い土地のくらし

〔C#1016〕
■ 14 分
■ 2002 年

新しい日本の出発
●15 年にわたる戦争
●新しい日本の出発

〔C#1008〕
■ 15 分
■ 2002 年

環境を守ることの大切さ
●公害をふせぐために
●森林の大切さ

〔C#1017〕
■ 12 分
■ 2002 年

政治のはたらき
●わたしたちのくらしと政治のかかわり
●わたしたちのくらしと日本国憲法

〔C#1009〕
■ 15 分
■ 2002 年

国のなりたち
●米づくりのはじまり　●豪族の出現
●巨大古墳の時代

〔C#1018〕
■ 12 分
■ 2002 年

世界の中の日本
●国際交流のようす　●世界に貢献する人びと
●国際連合のやくわり

小学校教材 社　会

社

　会
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社会　外国の人々の生活

国際理解シリーズ
オーストラリアの小学生と家庭生活
日本人の旅行先として人気の高いオーストラリ
ア。そこに住む人々の特色ある暮らしぶりを、
大都会シドニーと農村部のカウラの小学生の
学校生活や家庭生活に焦点を当てて紹介しま
す。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0229〕
■ 19 分　■ 1998 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

社会　外国の人々の生活

国際理解シリーズ
東南アジアの国・タイ
バンコクにある日本人学校では１年生からタイ
語が必修。ここの６年生がチェンマイの小さな
農村へ修学旅行で訪れる。農村でのくらし、タ
イの子どもたちとの交流から得たものは‥‥。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1538〕
■ 20 分　■ 1997 年
★ 教育映像祭最優秀作品賞

社会　外国の人々の生活

国際理解シリーズ
中国の小学生と家庭生活
中国の小学生の生活には「思想品徳」や「労
働」、羽蹴り遊びなど、様々な特色があります。
大都市上海の小学生と山東省の農村の小学生
をモデルに、学校生活や家庭生活を描きます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1372〕
■ 20 分　■ 1997 年
★ 教育映像祭最優秀作品賞

社会　公害問題

わたしたちのくらしと公害シリーズ
水 質 汚 染
有害な工場廃水による典型的な公害病を生ん
だ神通川下流域や水俣湾、阿賀野川下流域。
その傷跡が消えないまま、現在も生活廃水に
よる汚染が各地で問題を引き起こしています。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1047〕
■ 20 分　■ 1996 年
★文部省選定

社会　公害問題

わたしたちのくらしと公害シリーズ
大 気 汚 染
四日市ゼンソクが大きな社会問題となり、大
気汚染防止法が制定されました。しかし今日
も、酸性雨や地球温暖化、オゾン層の破壊な
ど、生活型・都市型の公害問題が相次いでい
ます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1276〕
■ 19 分　■ 1996 年
★文部省選定

社会　公害問題

わたしたちのくらしと公害シリーズ
地 質 汚 染
足尾銅山や神通川下流域を始めとして、全国
でカドミウムや銅、砒素などに汚染された地
域は 128 ヵ所にものぼるという。現在はゴミ
処分場が地質汚染を引き起こす例が目立って
います。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1370〕
■ 20 分　■ 1996 年

聖徳太子が掲げた理想を受け継ぎ、中大兄皇
子や中臣鎌足が中心になって行った大化の改
新を、再現ドラマやイラスト、アニメなどによっ
て、古代を実感させながら描きます。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#1268〕
■ 22 分　■ 1991 年
★文部省選定・教育映画祭優秀作品賞

社会　歴史

大化の改新

近代的な国家づくりと日清日露戦争の勝利によって、念願の不平等
条約改正を果たし、日本の国際的地位を高めていった明治日本の姿
を、貴重な映像資料を通して描きます。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#0950〕
■ 20 分　■ 1992 年

社会　歴史

条約改正　日清 ・ 日露戦争

平安時代の政治の様子、貴族の華やかな生活
と住まい（寝殿造り）、新しく生まれてきた日
本風の文化などを、貴重な映像資料を駆使し
て描き出します。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#0516〕
■ 20 分　■ 1992 年
★文部省選定

社会　歴史

貴族のくらし

江戸時代中頃から蘭学と国学という学問が台頭してきた。そのわけ
や考え方、歴史的役割や価値を、杉田玄白・本居宣長という代表的
な人物の業績を通して描きます。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#0033〕
■ 18 分　■ 1990 年
★文部省選定

社会　歴史

新しい学問を開いた人々
杉田玄白と本居宣長

板垣退助、伊藤博文、大隈重信らの働きをた
どりながら、自由民権運動がどのように高ま
り、国会開設に至ったのか、近代国家への激
動の歩みを実感的に理解させます。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#0938〕
■ 20 分　■ 1989 年
★文部省選定

社会　歴史

自由民権と国会開設
伊藤博文と板垣退助

社　会小学校教材

社

　会
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社会　歴史

シリーズ映像でみる人権の歴史
第１巻 東山文化を支えた「差別された人々」

銀閣寺や龍安寺の庭園などをつくったの
は、実は「河原者」であったという歴史
的事実。「河原者は差別を受けていたに
もかかわらず偉大な芸術家になった」と
いう事実を丁寧に描いた教材です。
監修：大阪市立大学特任教授 上杉聰
　　　鳥取環境大学教授 外川正明

■ DVD 66,000 円　㊫ 18,500 円　〔C#6595〕
■ 小学生版と中学生以上版を収録／解説書・指導案（PDF）付き
■ 小学生版 16 分／中学生以上版 16 分　■ 2014 年　　
★ 教育映像祭優秀作品賞

社会　歴史

シリーズ映像でみる人権の歴史
第２巻 江戸時代の身分制度と差別された人々

中世に始まった全ての身分が、居住地や
税制、戸籍などで身分を固定され、江戸
時代に「制度化」されたことを分かりやす
く解説し、積極的に新しい図式を提示し
ました。
監修：大阪市立大学特任教授 上杉聰
　　　鳥取環境大学教授 外川正明

■ DVD 66,000 円　㊫ 18,500 円　〔C#6596〕
■ 小学生版と中学生以上版を収録／解説書・指導案（PDF）付き
■ 小学生版 15 分／中学生以上版 15 分　■ 2014 年

社会　歴史

シリーズ映像でみる人権の歴史
第３巻 近代医学の基礎を築いた人々

江戸時代末の日本で発展した近代医学。
その礎を築いたのは、科学的に物事を見
つめた医師たちと、差別された身分の人々
でした。歴史的事実を通し、人として正
しい見方・生き方とは何かを問いかけます。
監修：大阪市立大学・関西大学講師 上杉聰
　　　公立鳥取環境大学教授 外川正明

■ DVD 66,000 円　㊫ 18,500 円　〔C#6597〕
■ 小学生版と中学生以上版を収録／解説書・指導案（PDF）付き
■ 小学生版 17 分／中学生以上版 17 分　■ 2015 年

社会　歴史

シリーズ映像でみる人権の歴史
第５巻 渋染一揆を闘いぬいた人々

江戸時代末期、岡山藩で起きた渋染一
揆。原典資料を詳細に分析し、その経過
を追いかけました。人としての尊厳をか
け、知恵と力を合わせて闘った人々から、
いま学ぶべきことは何かを問いかけます。
監修：大阪市立大学・関西大学講師 上杉聰
　　　公立鳥取環境大学教授 外川正明

■ DVD 66,000 円　㊫ 18,500 円　〔C#6629〕
■ 小学生版と中学生以上版を収録／解説書・指導案（PDF）付き
■ 小学生版 18 分／中学生以上版 18 分　■ 2017 年

社会　歴史

シリーズ映像でみる人権の歴史
第４巻 明治維新と賤民廃止令

明治維新の契機となった闘いには、差別
されていた人々も立ち上がりました。しか
しその後の「解放令」と呼ばれてきた布告
に「差別からの解放」という意図がなかっ
たのはなぜか。新たな視点で問いかけます。
監修：大阪市立大学・関西大学講師 上杉聰
　　　公立鳥取環境大学教授 外川正明

■ DVD 66,000 円　㊫ 18,500 円　〔C#6598〕
■ 小学生版と中学生以上版を収録／解説書・指導案（PDF）付き
■ 小学生版 18 分／中学生以上版 18 分　■ 2015 年

社会　歴史

シリーズ映像でみる人権の歴史
第６巻 日本国憲法と部落差別

だれひとりとして「差別されない」と明記
された「日本国憲法」こそが真の「解放令」
であることを伝え、「差別を黙って見過ごし
てはならない」ことを、いま改めて憲法の
意義とともに問いかけます。
監修：大阪市立大学・関西大学講師 上杉聰
　　　公立鳥取環境大学教授 外川正明

■ DVD 66,000 円　㊫ 18,500 円　〔C#6630〕
■ 小学生版と中学生以上版を収録／解説書・指導案（PDF）付き
■ 小学生版 17 分／中学生以上版 17 分　■ 2017 年

■ DVD 各巻 34,000 円　㊫ 17,000 円　〔C#7499〕
■ 各巻 30 分（15 分× 2作品）　■ 2015 年

社会　歴史

人物 日本の歴史　DVD 全10巻
小学校の歴史学習上、不可欠な重要人物を紹介しながら、
それぞれの時代の歴史的背景や特色、文化等を分かりやす
く興味深く描き、歴史に対する理解と関心を深めます。学
習指導要領に取り上げられた歴史上の人物の中から、代表
的な 25 人に焦点を当てて制作した 20 作品 ( 各15 分 ) を、
各巻に 2 作品収め、全 10 巻にまとめました。

①聖徳太子 / 中臣鎌足と中大兄皇子
②鑑真 / 聖武天皇
③藤原道長 / 紫式部
④源頼朝 / 北条時宗
⑤足利義満と義政 / 雪舟
⑥織田信長 / 豊臣秀吉
⑦徳川家康 / 徳川家光
⑧杉田玄白と本居宣長 / 伊能忠敬
⑨西郷隆盛と勝海舟 / 福沢諭吉
⑩板垣退助 / 陸奥宗光と小村寿太郎

小学校教材 社　会

社

　会
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あたたかい季節の生きものたち （７分）

春から夏にかけての、植物や動物の様子を
紹介。ツバメやヘチマの定期的な観察も行い
ます。

天気のようすと気温の変化 （４分）

一日の気温の変化を調べ、気温の変化と天
気との関係を考えていきます。

星の動き （４分）

夏の大三角やハクチョウ座を観察。
ＣＧではなく実際の映像で星の動
きを示します。

さむい季節の生きものたち （７分）

秋から冬にかけての、植物や動物の様子を
紹介。虫たちの冬越しの仕方なども紹介しま
す。

すがたを変える水 （３分）

水たまりが乾く様子の観察などを通して、水
の蒸発や、空気中の水蒸気の存在に気づか
せます。

人の体のつくりとうごき （５分）

段ボールを使ったロボット体験などを通して、
人の体の骨や筋肉、関節の働きに気づかせ
ます。

月の動き （３分）

微速度撮影の映像を効果的に用いて、月の
動きを視覚的に分かりやすく紹介します。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#1451〕
■ 計 33 分　■ 2011 年

ＤＶＤ小学理科シリーズ

DISC2 ＤＶＤ小学理科 ４年

種子の発芽に必要なもの （７分）

インゲンマメを使った条件制御実験で、種子
の発芽には何が必要かを分かりやすく示しま
す。

メダカのたまごの成長 （４分）

メダカの雌雄の違いを紹介したのち、卵の中
の様子が変化していく過程を実際の映像で
示します。

植物の成長に必要なもの （４分）

インゲンマメの苗を使った条件制御実験で、
植物の成長と日光・肥料の関係を理解させま
す。

メダカの食べ物 （６分）

メダカがいる池の水を顕微鏡で観察します。
水中の小さな生きものを顕微鏡映像で多数
紹介。顕微鏡の使い方についても解説。

花のつくりと花粉のはたらき （４分）

アサガオを例に花のつくりを紹介。つづいて
花粉の働きを調べる実験を行います。

人のたんじょう （４分）

人が生まれてくるまでの成長の様子を、ＣＧ
や資料写真などで分かりやすく紹介します。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#1452〕
■ 計 29 分　■ 2011 年

ＤＶＤ小学理科シリーズ

DISC3 ＤＶＤ小学理科 ５年①

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#1450〕
■ 計 27 分　■ 2011 年　
★ 教育映像祭優秀作品賞

ＤＶＤ小学理科シリーズ

DISC1 ＤＶＤ小学理科 ３年
みじかな生きもののかんさつ （４分）

身近な動植物の観察を通して、生物には様々
な色や形、大きさがあることに気づかせます。

ホウセンカをそだてよう （6 分）

ホウセンカを種から育て、育ち方の順序を丹
念に紹介します。植物の体のつくりについて
も触れます。

こん虫のそだち方 （5 分）

モンシロチョウとコオロギを例に昆虫の育ち
方を紹介。変態の仕方に違いがあることに気
づかせます。

太陽の動きとかげの向き （4 分）

微速度撮影の映像などを用いて、太陽の動
きと日陰の位置の関係に気づかせます。

こん虫のからだのつくり （４分）

チョウやバッタなどで昆虫の体のつくりの共
通性を示し、ダンゴムシなど昆虫以外の虫も
紹介します。

日なたと日かげのちがい （4 分）

地面の温度の測定などを行い、日なたと日
陰の地面の違いや太陽との関係について考え
ていきます。

■ DVD ７巻セット 420,000 円　㊫ 210,000 円　〔C#1457〕

学習指導要領に準拠した、小学校理科の映像教材シリーズです。
単元ごとに必要な内容をまとめた映像は各２～7 分とコンパクト。
授業の流れを損なうことなく便利に活用いただけます。
監修：日本学校視聴覚教育連盟 元会長　湯地和夫 理

　科

小学校教材　理 科

全７巻
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呼吸のしくみ （４分）

呼気と吸気の違いを調べる実験や、レントゲ
ンの映像などで、呼吸の働きについて考えて
いきます。

植物がつくる養分 （５分）

インゲンマメの葉を使った実験で、でんぷん
のでき方と日光の関係を調べます。

消化と吸収 （５分）

内視鏡やレントゲンの映像、だ液の働きを調
べる実験などで、人の体の消化と吸収の働き
を紹介します。

植物の体の水の通り道 （６分）

食紅水につけたホウセンカの観察、葉の蒸
散を確かめる実験などを行います。

血液の流れと心臓 （３分）

実際の血流を捉えた映像やＣＧなどを用い
て、血液の流れと心臓の働きを紹介します。

水・空気・食べ物と生物のかかわり （７分）

人や動植物が、水・空気・食べ物を通して深
く関わりあって生きていることを理解させま
す。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#1454〕
■ 計 30 分　■ 2011 年

ＤＶＤ小学理科シリーズ

DISC5 ＤＶＤ小学理科 ６年①

地層の観察 （３分）

さまざまな地層の観察などを通して、地層の
構造やその広がりに気づかせます。

火山の活動や地震による土地の変化 （５分）

空から見た火山や被災地の映像などを通し
て、火山の活動や地震と土地の変化の関係
を解説します。

水のはたらきでできた地層 （５分）

礫や砂、化石などを手がかりに、流れる水の
働きによってできた地層について解説します。

月の形が変わるしくみ （２分）

月の観察やモデル実験を通して、月の形が日
によって変わって見える理由を考えていきま
す。

火山のふん火でできた地層 （３分）

火山の噴火によってできた地層を調べ、地層
に含まれる火山灰の観察などを行います。

月と太陽の観察 （３分）

月を観察し、クレーターなど表面の様子を紹
介。太陽との違いにも気づかせます。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#1455〕
■ 計 21 分　■ 2011 年

ＤＶＤ小学理科シリーズ

DISC6 ＤＶＤ小学理科 ６年②

ＤＶＤ小学理科シリーズ

DISC4 ＤＶＤ小学理科 ５年②

流れる水のはたらき （４分）

雨水が流れたあとの地面の観察や、土山に
水を流すモデル実験を行い、流れる水の働
きを紹介します。

雲の動きと天気の変化 （４分）

一日の雲の量や動きと天気の変化の関係を
探り、気象に対する興味を持たせます。

川のようす （６分）

実際の川で実験や観察などを行います。川
の流れの働きや、上流と下流の違いなどに気
づかせます。

天気の予想と台風 （５分）

数日間の天気の変化や台風について調べ、
天気の変化の規則性や気象情報の活用につ
いて考えさせます。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#1453〕
■ 計 19 分　■ 2011 年

小学校教材 理　科

理

　科
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理科　季節と生き物

季節と生き物シリーズ
春 のころ
暖かくなると春の野や山にどんな動物や植物
が見られ、どんな活動をし、成長をするかと
いうことを、校庭の桜、児童が植えた稲やヘ
チマの苗のようすを含めて観察します。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#0524〕
■ 10 分　■ 1995 年

理科　季節と生き物

季節と生き物シリーズ
秋 のころ
二学期が始まり、児童が植えた稲やヘチマと
同様、植物は実りの季節を迎え、動物は寒い
冬に向う準備を始めます。そうした野や山の
ようすを、いろいろな動植物を取り上げて描
きます。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#0526〕
■ 9 分　■ 1995 年

理科　季節と生き物

季節と生き物シリーズ
冬 のころ
寒い冬を迎えて野や山は雪が降り積もって銀
世界に変わります。児童は寒さに負けず元気
いっぱいですが、動物も植物も厳しい冬を越
す生活に入ります。そのようすを興味深く描き
ます。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#0527〕
■ 9 分　■ 1995 年

理科　季節と生き物

季節と生き物シリーズ
夏のころ
夏になると植物は盛んに成長し、昆虫などの
活動も活発になります。野や山ではどんな動
物や植物が見られるか、校庭の桜、児童が植
えた稲やヘチマの変化とともに描きます。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#0525〕
■ 9 分　■ 1995 年

ＤＶＤ小学理科シリーズ

DISC7 ＤＶＤ小学理科　物質・エネルギーの実験

【物と重さ】
・ もののおもさをしらべよう  110秒
【磁石の性質】
・ どんなものがじしゃくにつくだろうか  140秒
・ じしゃくとじしゃくを近づけると？  80秒
・ じしゃくについた鉄くぎはどうなるだろうか  80秒
【電気の通り道】
・ かん電池と豆電球をつなごう  100秒
・ どんなものが電気を通すだろうか  110秒

【物の溶け方】
・ 食塩を水にとかすと重さはどうなるか  100秒
・ 食塩は水にどこまでとけるだろうか  140秒
・ ホウ酸は水にどこまでとけるだろうか  80秒
・ とけ残った食塩やホウ酸をとかすには？  150秒
・ とかしたもののとり出し方  110秒
【振り子の運動】
・ ふりこが１往復する時間を調べよう  140秒
・ ふりこが１往復する時間を変えるには？  150秒
【電流の働き】
・ 電磁石のはたらき  60秒
・ 電磁石を強くするには？  140秒
・ 電磁石のＮ極とＳ極を調べよう  80秒

・ おんど計の使い方  100秒
・ アルコールランプの使い方  100秒
・ ガスバーナーの使い方  90秒
・ けん流計の使い方  50秒
・ 上皿てんびんの使い方  130秒

【燃焼の仕組み】
・ ふたをしたびんの中では、なぜ火が消えるのか  80秒
・ 底を切りとったびんで調べてみよう  90秒
・ ものの燃え方と酸素  120秒
・ ものが燃えたときに起こる変化（石灰水で調べる）  110秒
・ ものが燃えたときに起こる変化（気体検知管で調べる）  170秒
【水溶液の性質】
・ リトマス紙を使って水よう液を区別しよう  110秒
・ アルミニウムに塩酸をつけると？  90秒
・ 金属が水よう液にとけるかどうか調べよう  80秒
・ 炭酸水を作って調べよう  110秒
【てこの規則性】
・ 実験用てこがかたむくときのきまり  110秒
・ おもりの重さを変えるとどうなるだろうか  140秒

【空気と水の性質】
・ とじこめた空気をおしてみよう  100秒
・ とじこめた水をおしてみよう  70秒
【金属，水，空気と温度】
・ 空気の温度とかさの変化  90秒
・ 水の温度とかさの変化  80秒
・ 金ぞくの温度とかさの変化  90秒
・ 水のあたたまるようす  50秒
・ 金ぞくのあたたまるようす  130秒
【電気の働き】
・ 直列つなぎとへい列つなぎ  120秒
・ 光電池のはたらきを調べよう  70秒

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#1456〕　■ 41クリップ収録／約 70 分　■ 2011 年

３年

５年

実験器具の使い方

４年

６年

理　科小学校教材

理

　科
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■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※本商品の学校特別価格は小学校にのみ適用されます
■ 20 分　■ 2016 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

理科　環境

なぜ防げないの！ 地球温暖化

３人の小学生が地球温暖化について学んでいく様子を描き
ます。温暖化がもたらす影響や考えられる原因を実験やＣ
Ｇで解説し、温暖化の進行を防ぐためにできることを具体
的に示します。

「田んぼの生きもの調査から見えてきたもの」はるか昔から、私たち
人間と共に生き続けてきた生きものの生命（いのち）が続かなくなる
ような環境の変化は、いずれ私たち人間の安全で豊かな生活をも脅
かすこととなる…。鳥・虫・魚・人は「田んぼ」でつながっているのです。

■ DVD 40,000 円　㊫ 20,000 円　〔C#7499〕
■ 21 分　■ 2008 年

理科　環境

田んぼ ー生きものは語るー

１年を通しての定点観察を含め、春 ･ 夏・秋 ･ 冬それぞれの野山のよ
うすを描き、植物の成長 ･ 動物の活動は季節によって違いがあるとい
うことに気づかせます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0523〕
■ 21 分　■ 1995 年
★文部省選定

理科　季節と生き物

季節のうつり変わりと生き物たちのようす

■ DVD 各巻 49,500 円　㊫ 16,500 円　〔C#7499〕
■ 手引書付き　■ 各巻 約15 分 　■ 2015 年

理科

小学校理科 ＤＶＤ　全40巻

３年生　全５巻
①しぜんのかんさつをしよう
②こん虫をそだてよう～チョウのそだち方～
③動物のすみかをしらべよう
④太陽のうごきと地面のようすをしらべよう
⑤日常生活でなっとく　理科の活用・発展　3 年

わかりやすい映像資料を満載！ 見せたい映像を選んで見
せられ、必要に応じて 1 ～ 4 分間のクリップ映像としても
視聴できます。

監修：東京大学大学院教育学研究科 特任教授
　　　日置光久

５年生　全11巻
①天気と情報 1　天気の変化
②天気と情報 2　台風と天気の変化
③メダカのたんじょう～生命のつながり1 ～
④メダカのたんじょう、水の中の小さな生物～生命のつながり 2 ～
⑤人のたんじょう～生命のつながり 3 ～
⑥植物の実や種子のでき方～生命のつながり 4 ～
⑦流れる水のはたらき1　流れる水のはたらき～しん食、運ぱん、たい積～
⑧流れる水のはたらき 2　～川の上流の石と下流の石～
⑨流れる水のはたらき 3　流れる水と変化する土地
⑩流れる水のはたらき 4　川とわたしたちの生活
⑪日常生活でなっとく　理科の活用・発展　5 年

４年生　全９巻
①季節と生き物 1　春、夏
②季節と生き物 2　1 年間をふりかえって
③天気と気温
④星や月1　星の明るさや色～夏の星～
⑤星や月 2　月の動き
⑥星や月 3　星の動き～冬の星～
⑦わたしたちの体と運動
⑧自然の中の水～水のゆくえ～
⑨日常生活でなっとく　理科の活用・発展　4 年 ６年生　全15巻

①体のつくりとはたらき1　吸った空気のゆくえ
②体のつくりとはたらき 2　食べ物のゆくえ
③体のつくりとはたらき 3　体をめぐる血液とはたらき
④体のつくりとはたらき 4　人の体のおもな臓器
⑤植物の成長と水の関わり
⑥生物どうしの関わり
⑦月と太陽１　月の形とその変化
⑧月と太陽２　月と太陽の表面のようす
⑨土地のつくりと変化 1　土地をつくっているもの／流れる水による地層
⑩土地のつくりと変化 2　火山のはたらきによる地層
⑪土地のつくりと変化 3　火山活動による土地の変化
⑫土地のつくりと変化 4　地震による土地の変化
⑬電気の性質とその利用
⑭生物と地球環境
⑮日常生活でなっとく　理科の活用・発展　6 年

小学校教材 理　科

理

　科
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■ DVD-R 各巻 27,000 円 ㊫ 13,500 円 
■ DVD-R 14巻セット 378,000 円 ㊫ 189,000 円 〔C#4774〕

理科

小学理科ビデオシリーズ
全14巻

「小学理科ビデオシリーズ」は、先生方の声に応え、授業
での使いやすさを追求した映像教材です。映像資料が有
効な分野を的確に抽出。教科書の内容に即し、必要な映
像だけ絞って構成しました。各巻とも単元内容に沿って細
分化したブロック構成になっていますので、学習単元全体
の内容を総括的に理解することができます。
監修：日本学校視聴覚教育連盟 事務局長　小泉憲也

●たねの発芽
●植物の成長に必要なもの
●花のつくりと花粉のはたらき

■ 小学5年生対象
■ 17 分　■ 2001 年　〔C#4766〕

植物の成長

●呼吸のしくみ
●消化と呼吸
●血液の流れと心臓

■ 小学6年生対象
■ 17 分　■ 2001 年　〔C#4770〕

人と動物のからだ
●春のようす ●夏のようす
●秋のようす ●冬のようす

■ 小学4年生対象
■ 17 分　■ 2001 年　〔C#4762〕

季節と生きもの

●いろいろな動物のたんじょう
●メダカのたまごの成長
●人のたんじょう

■ 小学5年生対象
■ 15 分　■ 2001 年　〔C#4767〕

動物と人のたんじょう

●植物のやくわりと私たち
●水と生物
●空気と生物

■ 小学6年生対象
■ 16 分　■ 2001 年　〔C#4771〕

生物とかんきょう
●月の動き
●星の動き

■ 小学4年生対象
■ 13 分　■ 2001 年　〔C#4763〕

月と星の動き

●気温の変化と天気
●天気の予想
●台風と天気

■ 小学5年生対象
■ 15 分　■ 2001 年　〔C#4768〕

天気の変化
●チョウのそだち方
●コオロギのそだち方
●こん虫のからだのつくり

■ 小学3年生対象
■ 16 分　■ 2001 年　〔C#4760〕

こん虫のそだち方とからだのつくり

●地層のひろがり
●水のはたらきでできた地層
●火山のはたらきでできた地層

■ 小学6年生対象
■ 14 分　■ 2001 年　〔C#4772〕

大地のつくりと変化（１）
●春と夏の星座
●秋と冬の星座

■ 小学4年生対象
■ 12 分　■ 2001 年　〔C#4764〕

星座のかんさつ

●流れる水にはどんなはたらきがあるか？
●川の流れのはたらき
●川の流れの変化とはたらき

■ 小学5年生対象
■ 16 分　■ 2001 年　〔C#4769〕

流れる水のはたらき
●たねをまいてそだてよう
●花と実をしらべよう
●草花とこん虫のかかわり

■ 小学3年生対象
■ 16 分　■ 2001 年　〔C#4761〕

草花のそだち方とからだのつくり

●火山のふん火と大地の変化
●大きな地しんと大地の変化

■ 小学6年生対象
■ 14 分　■ 2001 年　〔C#4773〕

大地のつくりと変化（２）
●水・水じょう気・氷
●じょう発と水じょう気

■ 小学4年生対象
■ 16 分　■ 2001 年　〔C#4765〕

水の変化

理　科小学校教材

理

　科
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鑑賞した児童が、いじめの加害者・被害者・傍
観者の立場を理解し、自分の身に当てはめて
考えることができるドラマ形式の教材です。ク
ラス全体で話し合うために活用いただけます。
原案：ホームページ「いじめと戦おう！～対策と克服法～」
監修：玉聞伸啓（ホームページ「いじめと戦おう！」管理人）
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2614〕
■ 指導用手引書付き　■ 21 分　■ 2012 年
★文部科学省特別選定・教育映像祭最優秀作品賞

道徳　ドラマ

小学生篇 いじめと戦おう！
私たちにできること

万引きは犯罪。どんな場合でも許されない行為
であり、謝って済む問題ではないということを、
子どもたちにしっかりと伝えます。してはいけな
いことは絶対にしない。そんな強い心を育てる、
ドラマ形式の教材です。
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2047〕
■ワークシート付き
■ 14 分　■ 2009 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

万引きは、ぜったい悪い！
道徳　ドラマ

他人の作品を真似して、自分の作品のように発
表することが招く災難と、自分自身で作品を生
み出すことの大切さを学んでもらうことを目的に
制作されたドラマ作品です。

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 12 分　■ 2017 年　

わたしのオリジナル
道徳　ドラマ

心臓の病気の療養に、夏休みを利用して別荘に
来ていたカノン。一人公園で絵を描いていたカノ
ンは美鈴と出会い仲良くなり、また遊ぼうと約
束をする…。相手の気持ちを思いやって行動す
ることの大切さと、その難しさを学ぶ作品です。
■ Blu-ray 85,000 円　字幕版付き
■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕　字幕版付き
■ 30 分　■ 2015 年

大切な瞬
と き

間 カノンと美鈴の夏休み
道徳　ドラマ

認知症の症状をわかりやすく表現し、立場や環
境が違う人を思いやる心をもつことの大切さを学
んでもらうために制作されたドラマ作品です。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 30 分　■ 2017 年　

永遠の記憶
〜認知症を知る〜

道徳　ドラマ

何気ない普段の暮らしで、人を傷つけてしまう言
葉があります。小学生の女の子が主人公で、人
を思いやる言葉・優しい言葉について考える児童
劇。

■ DVD 60,000 円　〔C#7499〕
■ 20 分　■ 2014 年

ことばの暴力
心を傷つけたひと言

道徳　ドラマ

■ DVD 各巻 66,000 円 ㊫ 33,000 円
■ DVD 3巻セット 180,000 円 ㊫ 90,000 円
 〔C#0717〕
■ 字幕版・副音声版付き
　 学習指導案・ワークシート付き
■ 2017 年

道徳　ドラマ／ドキュメンタリー

こころを育てる映像教材集　全３巻

新学習指導要領に準拠した指導内容を学
年別に 10 ～ 15 分の短いドラマやドキュ
メンタリーとして構成。映画会社が作る
心情に訴える映像は、子供達を飽きさせ
ずに、楽しみながら、自然に考えを引き
出し、養うことができます。また道徳教
育の専門家が全面監修し、現場の先生が
使いやすい様に各映像には学習指導案と
ワークシートを添付。今後より一層の充
実が求められる道徳の授業作りを強力に
サポートする映像教材集です。

監修：宇都宮大学 准教授　和井内良樹

■ 14 分 〔C#0714〕
★ 教育映像祭優秀作品賞おはよう！ ゴミありませんか？

●低学年向け／ドラマ
●指導内容：勤労・公共の精神
清花は、団地に住む小学２年生。ある朝、
ゴミ出しの途中で疲れて階段に座り込んだ、
上の階に住むおばあさんを見つけます…。

■ 12 分 〔C#0715〕
★ 教育映像祭優秀作品賞同級生は外国人

●中学年向け／ドラマ
●指導内容：相互理解・寛容
直人のクラスに、日系ブラジル人のニコラス
が転校して来ます。サッカーが上手ですぐに
仲良くなりますが、徐々にクラスメイトと溝
ができてきて…。

■ 15 分 〔C#0716〕
★ 教育映像祭最優秀作品賞義足がくれたもの

●高学年向け／ドキュメンタリー
●指導内容：よりよく生きる喜び
義肢装具士の臼井さんが作った、陸上クラブ

「ヘルスエンジェルス」には、病気やケガで
足を失った人たちが、今日も元気に集まり
ます…。

道

　徳

小学校教材　道 徳
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友だちとの関わりや相手の気持ちを考えるこ
との大切さ、いじめをなくすためにお互いに認
め合い、本音で話せる関係づくりなど、いじ
めに立ち向かう勇気の大切さを訴えかけるド
ラマ作品です。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#7499〕　字幕版付き
■ VHS 60,000 円　㊫ 30,000 円　字幕版あり
■ 27 分　■ 2007 年

道徳　ドラマ

ありったけの勇気

山本君は智也のかばんにそっとゲームソフトを忍ばせ「見つからなければ親にも
叱られないし、欲しいものも簡単に手に入るんだ」と言います。そのうち智也も…。
■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2045〕
■ 21 分　■ 1999 年　★文部省選定・教育映像祭最優秀作品賞

道徳　ドラマ 万引きはダメッ！
誕生日プレゼントに母が少年に贈ったのは 1 冊の本でした。ふてくされる
少年ですが、祖母の入院が続いたある日、ページをめくってみます…。
■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1278〕
■ 21 分　■ 1999 年　★文部省選定

道徳　ドラマ 誕生日プレゼント

プラモデルが欲しいけれど、小遣いがありません。タケシは友達の話を聞
き、悩んだ末、母に請求書を書くことにしますが…。
■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0224〕
■ 20 分　■ 1995 年　★文部省選定

道徳　ドラマ お母さんのせいきゅう書
足の不自由な子をからかったりしていた少年が松葉杖をつくはめに陥りま
した。その体験を通して彼はどういうことを学ぶでしょうか。
■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#1532〕
■ 19 分　■ 1993 年　★文部省選定

道徳　ドラマ 友だちのきもち

心やさしい少年と病弱な少女との心温まる交流の物語を通して、人の為に
尽くす事の尊さ、素晴らしさを訴えます。
■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2175〕
■ 20 分　■ 2002 年　★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

道徳　ドラマ やくそく
登下校する子どもたちの安全のために交通整理をするおじいさんの姿を通
して、奉仕する心の大切さと交通ルールを守ることの大切さを訴えます。
■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0240〕
■ 19 分　■ 2002 年　★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

道徳　ドラマ おじいさんの笑顔

突然訪れた親友の死。少女の悲しみを通じて、「生きる」ことの重みを訴え、
「いのち」の尊さに気づかせます。
■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0100〕
■ 20 分　■ 1998 年　★ 教育映像祭優秀作品賞

道徳　ドラマ いのち
自分の母の仕事を「あんな仕事、いやね」と友だちに言われ、千恵は惨
めな気持ちになります。しかし仕事に対する母の信念を知っていくうち…。
■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0228〕
■ 20 分　■ 1997 年　★ 教育映像祭優秀作品賞

道徳　ドラマ お母さんの仕事

拾った 5 千円をめぐる小学生と警察官の心の交流を描き出した作品。全
国小・中学生作文コンクール文部大臣奨励賞受賞作品を映画化。
■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0708〕
■ 21 分　■ 1998 年　★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

道徳　ドラマ 心のおくりもの
迷子のインコを世話していくうちにいたわりの心に目覚める、そんな少年
の姿を描きます。
■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1997〕
■ 20 分　■ 1998 年　★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

道徳　ドラマ ぼくのピーコ

公園を掃除しているお年寄り。みんなにのけ者にされている友だち。思い
切って手を差しのべられずに胸を痛めている少女の心の葛藤を描きます。
■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#1366〕
■ 18 分　■ 1993 年　★文部省選定

道徳　ドラマ 小さな勇気
友だちとキャッチボールをして他家の窓ガラスを割ってしまった少年が謝
罪するまでの心の葛藤を描き、正直に謝ることの大切さを考えさせます。
■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#2041〕
■ 20 分　■ 1992 年　★文部省選定

道徳　ドラマ まどガラスとさかな

言葉数の少ない転校生に班長の少年が根気強く挨拶を重ねることで、少しず
つ転校生の心が開かれていきます。人を思いやる心、挨拶の意味を考えます。
■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0235〕
■ 18 分　■ 2000 年　★文部科学省選定

道徳　ドラマ おはようの一言で
親友と仲違いし、後悔して悩む少女。いつも声をかけ見守ってくれるおば
あさんとの交流を通し、友情を取り戻す中で大切なことを学んでいきます。
■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0041〕
■ 20 分　■ 2000 年　★文部科学省選定

道徳　ドラマ ありがとう

いじめグループが分裂しクラスを巻き込んだ対立を始めました。中立を保つ
公子がいつしかいじめの標的に。それまでいじめられていた聡はその時…。
■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0593〕
■ 20 分　■ 1996 年　★文部省選定

道徳　ドラマ クラスメイト
小学生の紀子はいつもひとりぼっち。ある時、素直になれないお婆さんと
友達になり、人の優しさを受け止めることの大切さを学ぶことになります。
■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1891〕
■ 21 分　■ 1996 年　★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

道徳　ドラマ ひとりぼっち

捨て犬の三四郎を飼うことになった少年が、
三四郎のために小屋を手に入れてやるまでの
奮戦する物語を通して、お金の大切さ、思い
やりの大切さを示唆します。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1999〕
■ 20 分　■ 2003 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

道徳　ドラマ

ボクの犬小屋日記
自分の力でやりとげる

今日、いじめ・不登校・青少年犯罪の凶悪化・
低年齢化などの問題が課題となっています。こ
の作品は、友だちの心の声に耳を傾け、相手の
考えや気持ちを尊重し、本当の思いやりとは何
かを考えさせます。
■ Blu-ray 68,000 円　字幕版付き
■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕　字幕版付き
■ 24 分　■ 2013 年

友だちの声が聴こえる？
本当の思いやり

道徳　ドラマ

ある家族の姿を描きながら、身近にある偏見や
差別に目を向け、人権への理解を深めると共に、
誰もが幸福に生きていく権利を持っていることを
教えます。

■ Blu-ray 68,000 円　字幕版付き
■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕　字幕版付き
■ 19 分　■ 2012 年

マザーズハンド
お母さんの仕事

道徳　ドラマ

道

　徳

道　徳小学校教材
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2111〕
■ 13 分　■ 2017 年

外見や能力が異なるむしむし村の昆虫キャラクターたち。
時には、それぞれの違いが原因で相手を傷つけたり、自
分なんてダメなんだと悩んだりもします。でも、誰でも苦
手なこともあれば、得意なこともあります。大切なのはお
互いの違いを認め、相手の気持ちを思いやること。そして
仲間と助け合っていくこと。そんなことを、子供たちが楽
しく学んでいけるアニメーション作品です。

道徳　アニメーション

むしむし村の仲間たち
みんないいとこあるんだよ

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2969〕
■ワークシート付き
■ 25 分　■ 2014 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

道徳　アニメーション

ココロ屋

友だちを泣かせてしまい「ココロを入れかえなさい」と先
生にしかられた小学３年生のひろき。教室をとびだし、長
い廊下を走った末に、迷って入りこんでしまったのは、い
ろいろなココロが並んでいる店「ココロ屋」だった…。「コ
コロ」をテーマに、自分とは何かを考えさせます。
原作：ココロ屋（文研出版刊）
　作：梨屋アリエ　絵：菅野由貴子

子がっぱのかんきちは、村の子どもたちと大の
仲良しでしたが…。かけがえのない命が失わ
れ、かっぱの親子を悲劇が襲いますが、疫病
が村に流行したとき、かっぱの母親は村の子ど
もたちのために、命がけで妙薬をつくるのでし
た。かっぱの親子が織りなす無償の愛の物語。
■ DVD 40,000 円　〔C#7499〕
■ 20 分　■ 2012 年

道徳　アニメーション

かっぱのすりばち

ひとりにひとつ、誰もが持っている「名前」。
名前を通して一人一人の違いの素晴らしさを訴
えかける、人権啓発アニメーション。
挿入歌：ゴダイゴ「ビューティフル・ネーム」

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1612　字幕版 C#1613〕
■ 18 分　■ 2006 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

道徳　アニメーション

名前…それは燃えるいのち

子どもの権利条約を踏まえ、大人と子どもの
関わり方や子どもの意見表明権に焦点を当て
ます。「他人の権利を大切にすることが自分の
権利を守ることである」と、視聴者自身に気
づきをもたらします。

■ DVD-R 60,000 円
■ VHS 60,000 円　㊫ 30,000 円 〔C#7207〕
■ 22 分　■ 2004 年　★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

道徳　アニメーション

ひびけ！　和だいこ

広島の原爆にまつわる実話を基にした絵本『い
わたくんちのおばあちゃん』をアニメ化した、平
和教育ビデオです。原爆や戦争の悲惨さを伝え、
平和や命の大切さを強く訴えかけます。
原作：いわたくんちのおばあちゃん（主婦の友社刊）
　　　作：天野夏美　絵：はまのゆか
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0114〕
■ 20 分　■ 2009 年
★文部科学省特別選定・教育映像祭最優秀作品賞

道徳　アニメーション

いわたくんちのおばあちゃん
ぼく、戦争せんけえね

我が子の自立を想い厳しく育てる母と、反発
しながらも明るくたくましく成長する娘。僅か
500 グラムで生まれ、未熟児網膜症のために
失明した井上美由紀さんとお母さんの心の交
流を描いた感動の著書のアニメ化。
原作：「生きてます、15 歳。」井上美由紀（ポプラ社刊）
■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円 〔C#0105　字幕副音声版 C#0106〕
■ 22 分　■ 2003 年
★ 文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

道徳　アニメーション

生きてます、１５歳。
原作者の実体験をもとに、障害があっても前
向きに生きる主人公・きいちゃんの姿を描きま
す。国語の教科書にも取り上げられた感動の
作品をアニメーションにしました。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円 〔C#0531〕
■ 21 分　■ 2003 年
★ 文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

道徳　アニメーション

きいちゃん　私、生まれてきてよかった

道

　徳

小学校教材 道　徳

子猫と幼児が繰り広げる不思議な物語を通して、
かけがえのない命の重さ、人の気持ちを考える
ことの大切さに気付かせるアニメーション作品で
す。

■DVD-R 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#0713〕
■ 12 分　■ 2005 年

ごめんね、ミーちゃん
道徳　アニメーション

子どもの心を育てる人権アニメーション
ねずみくんのきもち
いじめやコンプレックスなど大切なテーマをねず
みくんと一緒に学べる楽しいアニメーション。一
人一人が大切な存在であること、共に生きてい
ることを感じられることを願って制作しました。
原作：作・なかえよしを　絵・上野紀子（ポプラ社刊）
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3420〕
■ 12 分　■ 2008 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

道徳　アニメーション
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アキラはドンちゃんがいじめられているのを目撃
した。いじめの矛先をかわすため傍観するアキ
ラ。ドンちゃんが学校に来なくなったある日、お
でん屋のおじさんに出会って‥‥。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円 〔C#4188〕
■ 21 分　■ 1999 年
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

しらんぷり
道徳　アニメーション

地獄に落ちたカンダタは、目の前に垂れてきたクモの糸に必死の思い
で上り始めます。後を追う大勢の亡者たちに、彼は「手を放せ、これ
は俺の糸だ」と叫びます。すると‥‥。
原作：芥川龍之介

■ DVD 30,000 円　㊫ 20,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 20,000 円
■ 15 分　■ 1987 年　★文部省選定

道徳　アニメーション

くもの糸

以下の５話を収録。詳細はカタログ 65 ページをご参照下さい。
○なかよし鯉のぼり  【こどもの日】
○赤いカーネーション	 【母の日】
○七夕さま  【七夕】
○おじいちゃんはボクのヒーロー 【敬老の日】
○お月様とうさぎ  【お月見】
■ DVD 50,000 円　㊫ 25,000 円　〔C#1681〕
■ 計 49 分　■ 2005 年

道徳　アニメーション

年中行事アニメーションシリーズＤＶＤ　Part１
以下の５話を収録。詳細はカタログ 65 ページをご参照下さい。
○七五三と子どもたち 【七五三】
○神様がくれたクリスマスツリー 【クリスマス】
○年神様とお正月  【お正月】
○福は内！	鬼は外！  【節分】
○ひなまつり  【桃の節句】
■ DVD 50,000 円　㊫ 25,000 円　〔C#1682〕
■ 計 54 分　■ 2005 年

道徳　アニメーション

年中行事アニメーションシリーズＤＶＤ　Part ２

ハレー彗星が地球に接近する年のこと。彗星が最も接近するとき地
球から空気がなくなるという噂が流れて、正太の住む村はパニック状
態になります。そのとき村の人々は‥‥。
原作：岩倉政治

■ DVD 30,000 円　㊫ 20,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 20,000 円
■ 18 分　■ 1985 年

道徳　アニメーション

空気がなくなる日

■ DVD 各巻 40,000 円 ㊫ 18,000 円 〔C#7499〕
■ DVD 全6巻セット 230,000 円 ㊫ 100,000 円 
※ 本商品は小学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ CD-ROM 付き（使用方法／指導書／各場面切り出し画像集）
■ 2014 年　★文部科学省選定（6作品全て）

道徳　アニメーション

道徳・名作シリーズ　全６巻
子どもたちが作品を視聴しながら、｢①誰が｣ ｢②どんな出来
事で｣ ｢③どこで変化したか｣、子どもたちが自ら思考を深め
ていけるようなストーリーを、道徳読み物資料集の中から小
学校低学年、中学年、高学年向けと、それぞれの成長期に
あわせて選択しています。また、先生方に向けて、発問の問
い方、深め方、子どもとの接し方などのポイントも指導書の
中に表示されていて、授業の学習効果を高められるような内
容になっています。

監修：日本道徳教育学会 名誉会長
　　　元文部科学省教科調査官 関西学院大学 教授　横山利弘
編集協力：兵庫教育大学大学院 非常勤講師　行本美千子

①二わのことり （約 6 分）
【小学校低学年向け】 　作：久保喬

②まめたろうがんばれ （約 7 分）
【小学校低学年向け】　 作：谷健

③月の峰の狼	 （約11分）
【小学校中学年向け】 　作：川口二三子

④ふりだした雨 （約 9 分）
【小学校中学年向け】 　作：加藤てる緒

⑤トロヤを自分の手で	（約 12 分）
【小学校高学年向け】 　作：たかはし壮之

⑥野ばら	 （約11分）
【小学校高学年向け】 　作：小川未明

道

　徳

道　徳小学校教材

人気キャラクターおじゃる丸が登場し愉快な
出来事を繰り広げます。助け合いの大切さを
学んでいく、道徳的なテーマを扱ったアニメー
ションです。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0245〕
■ 11 分　■ 2000 年
■DVD版 2018 年 5月発売予定

道徳　アニメーション

おじゃる丸　ちっちゃいものの大きなちから
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ある日、キツネは「ともだちや」を始めることを
思いつきました。１時間100 円でともだちになっ
てあげるのですが、さて‥‥。

■ 13 分　■ 2002 年

ともだちや
道徳　アニメーション

朝からオオカミは庭先をはいたり、家を掃除し
たり。だけど夕方になっても誰も来ません。誕生
日にともだちが祝いに来てくれるはずですが？

■ 13 分　■ 2002 年
★教育映像祭優秀作品賞

ともだち くるかな
道徳　アニメーション

キツネとオオカミはともだちどうし。なのにオオ
カミが変なのです。なんだかキツネを避けてい
るみたい。「どうしてなの？ オオカミさん」

■ 13 分　■ 2002 年

あしたも ともだち
道徳　アニメーション

オオカミはキツネと初めて大げんかをしてしまい
ました。仲直りがしたいのに、あの一言が出て
きません。「ごめんね」って。心の中なら言える
のに。
■ 13 分　■ 2002 年

ごめんね ともだち
道徳　アニメーション

おれたち、ともだち！ シリーズ　■ DVD（全４話収録／計 52 分） 50,000 円　〔C#7499〕

道

　徳

小学校教材 道　徳

学校でウンチができないくどうくんは、くろさ
わくんがうらやましい。なぜなら、くろさわく
んは今日、学校で人生最大のウンチをしたの
です！
■ 13 分　■ 2002 年

１ねん１くみ　１ばんでっかい！
道徳　アニメーション

1 ねん１くみシリーズ　■ DVD（全４話収録／計 51 分） 50,000 円　〔C#7499〕

今日は父親参観日。みんなが緊張しているの
に、くろさわくんは子どもが強くなる印籠を
持っているから、元気いっぱいです。

■ 13 分　■ 2002 年
★教育映像祭優秀作品賞

１ねん１くみ　１ばんゆうき
道徳　アニメーション

くろさわくんは、おこりん坊であばれん坊。車
にドロをかけられて怒って追いかけていくと、
さらにドロンコになっちゃった !?

■ 12 分　■ 2002 年

１ねん１くみ　１ばんげんき
道徳　アニメーション

授業中も遊んでばかりのくろさわくん。ところ
が先生が手をつないで授業をすると、あらフ
シギ、すっかりおとなしくなっちゃった。

■ 13 分　■ 2002 年

１ねん１くみ　１ばんワル
道徳　アニメーション

第１巻
よいと思うことをおこなう
野外活動で公園に出かけた忍たま三人
組が、困っている人を助けたり、行列
でのマナー、ゴミ捨てのルールなどを
体験しながら学んでいきます。良いこと
をするには勇気もいるということを伝え
ます。

〔10 分〕

道徳　アニメーション

第２巻
あたたかい心でしんせつにする
漁船から魚を受け取るというお使いに
出発した忍たま三人組。道中、老女や
少年と出会い、温かい心づかいや親切
な行いを学びます。気持ちよい受け答
えが相手の真心に届くということを伝
えます。

〔10 分〕

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1731〕
■ 指導のポイント（ＰＤＦ資料）付き
■ 10 分 × ３タイトル収録　■ 1999 年
★文部省選定

第３巻
きまりを守って協力しあう
約束ごとを忘れて自分勝手に行動して
しまった三人組。食事当番となった日、
とんだ失敗をしてしまいますが、仲間
たちの温かい協力でおいしいカレーが
完成します。周りへの配慮の大切さを
伝えます。

〔10 分〕

忍たま乱太郎のがんばるしかないさ シリーズ
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■ DVD 40,000 円　㊫ 20,000 円　〔C#7499〕
■ 16 分　■ 2015 年　
★文部科学省選定

道徳　ネット関連

危険から身を守ろう！
パソコンやスマホを使うとき

スマホやパソコンなどでインターネットを利用する場面を
想定し、架空請求詐欺や個人情報の漏えいなど、犯罪被
害に遭わないためのポイントや、ＳＮＳに書き込みをする
際のルールについて取り上げます。何が危険なのか、この
後どうなるのかを子どもたち自身に考えさせます。
・オンラインゲームに注意 ・これ、はらわないといけないの？
・個人情報は教えない ・書きこみのルール

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1019〕
■ 30 分　■ 2012 年　
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

小学生を対象に、携帯電話やネットの安全で正しい使い
方を、インターネットサイトからやって来た「サイトン」君
がナビゲーターとなり、ドラマ仕立てでわかりやすく描き
ます。扱う事例は「無料ソーシャルゲームの危険性」「メー
ルでのやりとり」「ワンクリック詐欺」「ネットいじめは許さ
ない」。授業で使いやすいように、チャプターごとに課題
を整理しています。

道徳　ネット関連

小学生のためのケータイ・ネット教室
こんなトラブルに気をつけて

道徳　人権

小学生の人権学習シリーズ
「人権」ってなんだろう

子どもたちの生活シーンをミニドラマで提示
し、人権学習のケース・スタディを行います。
いじめや差別などの問題を、子どもたちが自
分自身の問題としてとらえ、行動を起こすため
のヒントとなる教材です。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0984〕
■ 指導の手引書付き
■ 14 分　■ 2004 年　★文部科学省選定

道徳　人権

小学生の人権学習シリーズ
私の権利、みんなの権利
子どもの権利条約や意見表明権など、子ども
たちが自分の権利について学習するための、
ミニドラマ形式の教材です。指導の手引書に
従い、様々な人権学習の展開ができます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0985〕
■ 指導の手引書付き
■ 14 分　■ 2004 年■ DVD ２巻セット 110,000 円　㊫ 55,000 円　〔C#0848〕

道徳　人権

小学生のための人権パート１
思いこみに気づく
ホームレスの人や支援者の言葉から、私たちが
普段抱いているホームレスの人に対する思い込
みを考えます。また、身体に障害のある女性の
暮らしを通し、違いを受け入れることの大切さ
を学びます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0842〕
■ 字幕版付き／解説書・ワークシート付き
■ 14 分　■ 2009 年

道徳　人権

小学生のための人権パート２
大切なわたし　大切なあなた
人に大切にされることが人を大切にする心に
つながることを学びます。様々な人へのインタ
ビューを通し、自分を大切にし相手も大切にす
るとはどういうことかを、子どもたち自身に考え
させます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0845〕
■ 字幕版付き／解説書・ワークシート付き
■ 15 分　■ 2009 年　★文部科学省選定

道

　徳

道　徳小学校教材

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0998〕
■ 字幕版付き／指導の手引書・ワークシート付き
■ 21 分　■ 2018 年　★文部科学省特別選定

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0999〕
■ 字幕版付き／指導の手引書・ワークシート付き
■ 18 分　■ 2018 年　★文部科学省特別選定

トピック①　スマホのマナー
トピック②　会って大丈夫？
トピック③　相手の事情 考えてる？

トピック①　課金して大丈夫？
トピック②　ネットの詐欺 知ってる？
トピック③　ネット依存の恐怖

1巻　自分も相手も傷つけないために ２巻　危険な目にあわないために

■ DVD ２巻セット
　 120,000 円　㊫ 60,000 円　〔C#0993〕

小学生を対象に、安全で正しいスマホの使い方を解説した作品です。相手の気持ちを考える、ルールを守るといった情報モラル
を身につけることが、スマホやネットの安全な利用につながることを、子供たちに理解させます。ドラマシーンと解説シーンによ
る構成で、事例を通してわかりやすく学ぶことが出来る作品です。　監修：兵庫県立大学環境人間学部 准教授　竹内和雄

道徳　ネット関連

情報モラルを身につけよう！
小学生のスマホの安全な使い方教室　全２巻
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実写とＣＧキャラクターでインフルエンザ
について学んでいきます。インフルエンザ
の基礎知識、感染経路、普段からの対策、
咳エチケットなど、感染の多い季節に必
要な知識を楽しく学べます。
監修：浜松大学・大学院 健康プロデュース学部
　　　心身マネジメント学科 教授　戸田芳雄

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0631〕
■ 17 分　■ 2009 年
★文部科学省選定

保健　健康

げきたい！ インフルエンザ
かからないために、うつさないために

学校は感染症が一気に拡大する恐れがあ
り、子供たち自身が感染症を正しく理解
し予防する必要があります。様々な感染
症の症状や予防策を、小学生向けに分か
りやすく示します。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の学校特別価格は小学校にのみ適用されます
■ 18 分　■ 2016 年

保健　健康

感せんしょうが流行るのはなぜ？
ウイルスの感せんを予ぼうする方法

保健　性教育

小学1〜4年生のための性教育コンテンツ
じぶんのからだ

小学 1 ～ 4 年生向けにからだのことや赤
ちゃんのこと、危ない目にあったときのこ
となどをわかりやすいアニメーションにし
ました。柔らかいタッチのアニメーション
で学校教育やご家庭で役立ちます。

■ DVD 40,000 円　㊫ 20,000 円　〔C#7499〕
■ 15 分　■ 2008 年

保健　健康

生きる力をはぐくむ　歯・口の健康シリーズ
ワクワク探検隊出動！

○口の中は、不思議の国！
○歯の形を作ろう
○歯の形と役割を考えよう
○はみがき博士になろう

企画構成：日本学校歯科医会

■ DVD 18,000 円　〔C#2371〕
■ 指導の手引書付き
■ 14 分　■ 2004 年

保健　健康

生きる力をはぐくむ　歯・口の健康シリーズ
自分で守る歯と健康

○歯の交換期に注意する習慣
○むし歯って、何？
○ストップＣＯ大作戦
○可能性を拓く歯と口の健康

企画構成：日本学校歯科医会

■ DVD 18,000 円　〔C#0997〕
■ 指導の手引書付き
■ 15 分　■ 2004 年

■ DVD 各巻 28,500 円　㊫ 9,500 円　〔C#7499〕
■ 手引書付き
■ 各巻 約 60 分　■ 2015 年

●マット運動
　～技のポイントと練習・補助のしかた～
●鉄棒運動
　～技のポイントと練習・補助のしかた～
●とび箱運動
　～技のポイントと練習・補助のしかた～

安全な授業のための注意点と、
3 台のカメラによる同時撮影に
より立体的にポイント、コツをア
ドバイスします。基本技から技
の繰り返し、スムーズな技の組
み合わせ、さらに発展技へも挑
戦をめざし、器械運動の楽しさ
が身につくことを願っています。
監修：愛知教育大学 教授
　　　上原三十三

小学校体育 DVD  全3巻
3年 〜 6年　器械運動

体育 保健　性教育

生きる力を育む 性教育シリーズ
育ちゆく体　私の誕生 二次性徴 命の尊さ

「私はどうして生まれてきたのだろう」そ
んな疑問から、子どもたちはパソコンの
中のバーチャル教室で様々なことを調べ
ます。自分の成長の記録から生まれてき
た喜びを感じ、性の違いを知ることで自
らの性に誇りを持ちます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0107〕
■ 14 分　■ 2004 年
★文部科学省選定

保健　性教育

生きる力を育む 性教育シリーズ
伸びゆく心　心の働き 心の発達

「心って何だろう？　心も成長するのかな」
心の不思議を調べるため子どもたちは心
のマップ作りを始めます。感情、社会性、
思考力。さまざまな面で成長しているこ
とが分かりました。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0108〕
■ 14 分　■ 2004 年

■ DVD-R 3巻セット 180,000 円　㊫ 90,000 円　〔C#0110〕

保健　性教育

生きる力を育む 性教育シリーズ
男女仲良く　事例で学ぶ男女の人間関係

男子と女子が相手を尊重しあい助け合っ
てそれぞれが成長するには？　日常生活
にありがちなケースを取り上げ、そこから
問題解決の糸口を考えていきます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0109〕
■ 13 分　■ 2004 年

体
育（
保
健
）

小学校教材　体育（保健）
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ブラッシングの大切さ、「毛先磨き」の方法を、
子ども一人ひとりの個性と成長に合わせて、楽し
くわかりやすく授業展開していける内容です。
第１部 『新しい < 歯の磨き方 >』
第２部 ①モデル授業「先生ボクの歯きれいになった！」
 ②『教材・低学年用』
 ③『教材・中学年用』
 ④『教材・高学年用』
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 第１部 28 分／第２部 69 分　■ 2010 年

先生、いっしょに磨こうよ！ 全２部
保健　健康 保健　健康

くすりの正しい使い方シリーズ
くすりをのむときのやくそく

発熱で学校を休み、一人で留守番をしな
がら母の帰りを待つ小学 5 年生の健太
君。健太君の夢の中に薬のクスタロウが
登場し、薬の正しい知識を教えます。そ
の後、健太君が薬に興味を持ち正しい使
い方を学んでいきます。

■ DVD 45,000 円　㊫ 18,000 円　〔C#7499〕
■ 本商品は小学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 16 分　■ 2013 年

保健　健康

キッパリことわる
薬物乱用に “ ＮＯ ”

ドラマ仕立ての薬物乱用防止教材ビデオ。
薬物に関する正しい知識を伝え、薬物乱
用の恐ろしさを訴えかけます。誘いの手
口や断り方の具体例も提示しています。
監修：星薬科大学 教授　鈴木勉

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0536〕
■ 17 分　■ 2006 年
★教育映像祭最優秀作品賞

保健　健康

キッパリことわる
たばこに “ ＮＯ ”

コミカルなドラマ仕立ての喫煙防止教材
ビデオ。資料映像やイメージ映像を交え、
たばこに含まれる有害物質を中心に、た
ばこの正体を詳しく教えます。
監修：国立公衆衛生院 名誉教授
　　　淺野牧茂

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0535〕
■ 16 分　■ 2006 年

体育（保健）小学校教材

体
育（
保
健
）
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南の島の親戚の家を尋ねた若い旅人が、
その道すがら体験する夢のような不思議
なお話を、人形アニメーションで制作し
ました。
原作：「島の暮れ方の話」
　　　（新潮文庫『小川未明童話集』所収）

■ DVD 33,334 円　㊫ 16,667 円　〔C#7499〕
■ 10 分　■ 2009 年
★文部科学省特別選定

国語　アニメーション

島の暮れ方の話

毎日、人や重たい荷物を乗せた機関車に
踏まれ傷ついたり、灼熱の太陽に晒され
ても身動きさえとれない線路は不幸な身
の上を嘆き悲しむが、慈悲に満ちた月に
よって万物の定めが明かされてゆきます。
原作：「負傷した線路と月」
　　　（新潮文庫『小川未明童話集』所収）

■ DVD 34,000 円　㊫ 17,000 円　〔C#7499〕
■ 15 分　■ 2010 年
★文部科学省選定

国語　アニメーション

負傷した線路と月

北方の暗く厳しい氷の海で子を失った母
あざらし。深い悲しみの中、風や月のた
よりを待ちながら懸命に生きる姿を描き
ます。親子の愛情や、大自然の中で生き
ることの厳しさを教えてくれる物語です。
原作：「月とあざらし」
　　　（新潮文庫『小川未明童話集』所収）

■ DVD 33,334 円　㊫ 16,667 円　〔C#7499〕
■ 19 分　■ 2008 年
★文部科学省選定

国語　アニメーション

月とあざらし

九州大分の民話「吉四六話」は多くの人
に親しまれ、小学校国語の教科書にも取
り上げられています。吉四六どんの頓智・
頓才ぶりを楽しく描いたアニメーションで
す。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円 〔C#4131〕
■ 19 分　■ 1989 年
★文部省選定

国語　アニメーション

吉
き っ ち ょ む

四六どん
教科書にも掲載された木下順二の脚本を
アニメで描きます。淵の底に漆がいっぱ
い溜まっているのを見つけた二人のきこ
り。権八は、それを独り占めしようとする
が‥‥。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#4371〕
■ 20 分　■ 1990 年
★文部省選定

国語　アニメーション

木
もくりゅう

龍うるし

■ DVD 50,000 円　㊫ 25,000 円　〔C#7499〕
■ 16 分　■ 2016 年
★文部科学省選定

昔、ある国の有名な陶器師が殿さまの茶わんを作りまし
た。それはそれは美しく上品な、軽くて薄手の茶わんが出
来上がりました。茶わんが重くて厚手なのは品がないと言
うのです。でも殿さまは食事のたびに手が焼けるような熱
さを我慢しなければなりませんでした。ある日、旅で立ち
寄った百姓家で、名もない職人の作った厚手の茶わんに
出会ったとき、殿さまはほっとするのでした。いくら有名
な陶器師でも、親切心がないと何の役にも立たないので
す…。親切心とは何かを問いかけるお話です。
原作：「殿さまの茶わん」（新潮文庫『小川未明童話集』所収）

国語　アニメーション

殿さまの茶わん

原作者の実体験をもとに、障害があって
も前向きに生きる主人公・きいちゃんの
姿を描きます。国語の教科書にも取り上
げられた感動の作品をアニメーションに
しました。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0531〕
■ 21 分　■ 2003 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

国語　アニメーション

きいちゃん
私、生まれてきてよかった

国語　アニメーション

アフガニスタン・パグマン村の物語
せかいいち　うつくしい　ぼくの村

アフガニスタン・パグマン村の物語。ヤ
モは戦争に行った兄さんの代わりに、父
さんとロバのポンパーと町の市場に果物
を売りに行きます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円 〔C#1101〕
■ 16 分　■ 2003 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

国語　アニメーション

アフガニスタン・パグマン村の物語
ぼくの村にサーカスがきた

アフガニスタン・パグマン村の物語。秋
がきてヤモの村になつかしい音楽が聞こ
えてきます。今年もみんな楽しみにしてい
たサーカスがやってきました。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円 〔C#1998〕
■ 14 分　■ 2003 年

国

　語

小学校教材　国 語
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■ DVD 各巻 34,000 円　㊫ 17,000 円　〔C#7499〕
■ 2001 年

児童文学作品の中から、子どもたちに是非読んでほしい文学作品を映像化。教科書の原文
朗読を基本に、原文の味わいを十分に生かし、活字が苦手な児童も含めて、多くの子どもた
ちに作品の感動を伝えます。素晴しい作品との出会いにより美しい言葉に対する興味と感覚
を育みます。「大きなかぶ」は人形劇、「やまなし」は影絵、それ以外はアニメーションです。

国語　アニメーション

児童文学ライブラリー　全16巻

「花いっぱいになあれ」 「ごんぎつね」
作：松谷みよ子／朗読：玉川砂紀子／ 12 分 作：新美南吉／朗読：藤田淑子／ 20 分

「手ぶくろを買いに」 「くじらぐも」
作：新美南吉／朗読：麻上洋子／ 15 分 作：中川李枝子／朗読：増岡弘／ 11 分

「やまなし」 「王さまでかけましょう」
作：宮沢賢治／朗読：小沢重雄／ 15 分 作：寺村輝夫／朗読：杉山佳寿子／ 12 分

「かさこ地ぞう」 「つりばしわたれ」
作：岩崎京子／朗読：横尾まり／ 13 分 作：長崎源之助／朗読：坪井章子／ 13 分

「白いぼうし」 「大きなかぶ」
作：あまんきみこ／朗読：滝沢久美子／ 13 分 ロシア民話／人形劇／ 14 分

「わらぐつの中の神様」 「三年とうげ」
作：杉みき子／朗読：山田栄子／ 24 分 作：李錦玉／朗読：高山みなみ／ 13 分

「たぬきの糸車」 「一つの花」
作：岸なみ／朗読：川島千代子／ 11 分 作：今西祐行／朗読：玉井碧／ 11 分

「ちいちゃんのかげおくり」 「大造じいさんとガン」
作：あまんきみこ／朗読：中西妙子／ 14 分 作：椋鳩十／朗読：沢木郁也／ 20 分

■ DVD 各巻 34,000 円　㊫ 17,000 円
　〔C#7499〕
■ 各巻 25 分　■ 2014 年

国語　言語活動

ビジュアル言語活動シリーズ　全５巻

①対話・話し合いをしよう
「聞く」、「話す」、さらに「伝える」際の態度や発
言の仕方など、音声言語活動全般を貫く基本事
項を踏まえながら、対話・話し合いの具体的事
例を紹介していきます。

②協議・討論をしよう
問題解決のためのグループ協議、物事を決める
学級会、異なる意見についての討論会、パネル
ディスカッションを見ながら、よりよい結論を得
る協議・討論の過程を見ていきます。

④読んで伝えよう　【１】目的をもって読む
『本について伝える』という設定のもと、伝える
目的に応じた「読み」と伝える方法の「工夫」を
見ながら、「付けたい力」を意識した「活動的な
読書」を示します。

⑤読んで伝えよう　【２】音読・朗読・群読
言語活動の基礎的な訓練ができる音読と朗読。
学んだ様々な知識、技術が個と集団との調和の
とれた「伝わる」表現を支えている群読。それ
ぞれの違いと読み方を見ていきます。

③スピーチ・説明をしよう
話し合いや討論で培ってきた「話す力、伝える力」
を使った、より説得力あるスピーチや説明を見
ながら、人前で、主として一人で発表する言語活
動について解説しています。

国

　語

国　語小学校教材



生
活
／
音
楽
／
図
画
工
作

低学年の児童が、一人一人感じたことや思った
ことをいろいろな形や色、材料を使って表現
する図画工作科の学習を紹介します。

■ DVD-R 54,000 円　㊫ 27,000 円　〔C#6449〕
■ 21 分　■ 2004 年
★文部科学省特別選定・教育映像祭優秀作品賞

図画工作

こんなのできたよ
かいたりつくったりする新しい表現活動

自分たちの周りの場所や環境を積極的に取り
込んで生かしていく活動と、いままであまり使
われなかった材料と道具を使った活動を紹介
します。

■ DVD-R 54,000 円　㊫ 27,000 円　〔C#6226〕
■ 21 分　■ 2002 年
★文部科学省特別選定

図画工作

考えながら感じながら
高学年の造形遊び

木切れなどの材料を使い、学校のプールや海
岸など身近にある場所を舞台に、お互いの発
想やアイディアで造形遊びを楽しみます。

■ DVD-R 54,000 円　㊫ 27,000 円　〔C#6813〕
■ 21 分　■ 2003 年
★文部科学省特別選定・教育映像祭優秀作品賞

図画工作

いいとこみつけた
中学年の造形遊び

図画工作

たのしいぞうけいあそび
いいこと考えた
子どもたちの自然で素直な思いや会話、活動
が溢れるドキュメンタリー。「わたしもあんな
ことしてみたい」と子どもたちの心が動くこと
でしょう。

■ DVD-R 54,000 円　㊫ 27,000 円　〔C#6777〕
■ 21 分　■ 2001 年
★文部科学省特別選定

小学校教材　図画工作

■ DVD 各巻 45,000 円　㊫ 15,000 円
　〔C#7499〕
■ 手引書付き
■ 各巻 約 15 分　■ 2015 年

生　活

小学校生活科 DVD　全6巻
意欲を持った豊かな活動を成り立たせる映像資料です。
①どうぶつと	なかよく	なろう ～ふれあいと せわ～  （1 年）
②がっこうに	くる	みち ～わたしの つうがくろ～   （1 年）
③むかしの	あそびに	ちょうせん    （1 年）
④生きているって	すごい ～どんな生きものがいるかな～  （2 年）
⑤生きもの	はっけん ～やご・ザリガニ～    （2 年）
⑥わたしの	町を	たんけんしよう ～みんなで使うとしょかん・じどうかん～ （2 年）

小学校教材　生 活

小学校教材　音 楽

■ DVD 34,000 円　㊫ 17,000 円
　〔C#7499〕
■ 約 30 分　■ 1987 年

ヒラギノ丸ゴ Pro W4音　楽

音や文字だけでは指導しにくい楽器の構え
方、舌の使い方等、正しく美しい音色でリ
コーダーを吹くために必要な基礎を分かり
やすく解説。あわせて鑑賞用のアンサンブ
ルを収録しました。

ソプラノリコーダー
の基礎

■ DVD 34,000 円　㊫ 17,000 円
　〔C#7499〕
■ 約 30 分　■ 1987 年

ヒラギノ丸ゴ Pro W4音　楽

ソプラノリコーダーの次にアルトリコーダー
を学習する子供達を対象とし、ソプラノで
学んだ事柄の復習と、さらに高度なテクニッ
クについて解説。あわせて鑑賞用に四重奏
曲を観賞します。

アルトリコーダー
の基礎

■ DVD 34,000 円　㊫ 17,000 円
　〔C#7499〕
■ 約 30 分　■ 1988 年

ヒラギノ丸ゴ Pro W4音　楽

小学校で扱う打楽器の中から、使用頻度の
高いトライアングル、タンバリン、大太鼓、
小太鼓を中心に、それぞれの楽器の構造及
び取り扱い方、練習法など、打楽器の基礎
を分かりやすく解説。

打楽器の基礎
たのしい器楽合奏
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1019〕
■ 30 分　■ 2012 年　
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

小学生を対象に、携帯電話やネットの安全で正しい使い
方を、インターネットサイトからやって来た「サイトン」君
がナビゲーターとなり、ドラマ仕立てでわかりやすく描き
ます。扱う事例は「無料ソーシャルゲームの危険性」「メー
ルでのやりとり」「ワンクリック詐欺」「ネットいじめは許さ
ない」。授業で使いやすいように、チャプターごとに課題
を整理しています。

特別活動　ネット関連

小学生のためのケータイ・ネット教室
こんなトラブルに気をつけて

鑑賞した児童が、いじめの加害者・被害者・傍
観者の立場を理解し、自分の身に当てはめて
考えることができるドラマ形式の教材です。ク
ラス全体で話し合うために活用いただけます。
原案：ホームページ「いじめと戦おう！～対策と克服法～」
監修：玉聞伸啓（ホームページ「いじめと戦おう！」管理人）
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2614〕
■ 指導用手引書付き　■ 21 分　■ 2012 年
★文部科学省特別選定・教育映像祭最優秀作品賞

特別活動　いじめ防止

小学生篇 いじめと戦おう！
私たちにできること

いじめをなくすために画期的な指導をしてい
る、二つの小学校の授業風景を捉えます。全
員が心から楽しいと言える学校を作っていくに
はどうすればよいか、子供に視聴しながら考
えさせる内容となっています。
監修：東京女子体育大学 教授　戸田芳雄
■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は小学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 20 分　■ 2014 年　★教育映像祭優秀作品賞

特別活動　いじめ防止

ひとりぼっちはいやだよね
〜みんなでなくそういじめ〜

友だちとの関わりや相手の気持ちを考えるこ
との大切さ、いじめをなくすためにお互いに認
め合い、本音で話せる関係づくりなど、いじ
めに立ち向かう勇気の大切さを訴えかけるド
ラマ作品です。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#7499〕　字幕版付き
■ VHS 60,000 円　㊫ 30,000 円　字幕版あり
■ 27 分　■ 2007 年

特別活動　いじめ防止

ありったけの勇気
ハッキリといじめを嫌悪し、いじめに加担せず、
ためらうことなく先生や親に知らせる…そうし
た行動をとるための力を、幼い時期の子ども
たちに植え付けます。

■ DVD-R 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#0112〕
■ 12 分　■ 2007 年
★教育映像祭優秀作品賞

特別活動　いじめ防止

いじめはゼッタイわるい！

ネットいじめの恐さを描き、様々ないじめの対
策、そして「心が通じるコミュニケーション」と
は、どうすれば身に付くかを考えさせる内容のア
ニメーションです。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 60,000 円　㊫ 30,000 円
※この商品の学校特別価格は大学には適用されません
■ 18 分　■ 2009 年　
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

毎日がつらい気持ちわかりますか
ゆるせない！ ネットいじめ

特別活動　いじめ防止

特別活動　ネット関連

みんなの情報モラルⅡ
アニメーションで学ぶ！ ゲーム機、スマホ安全教室
●ゲームのやくそく
●あとすこし、もうちょっと
●ホントはどんな人？

■ DVD 60,000 円　㊫ 27,000 円　〔C#7499〕　■ 字幕版付き
■ 小学生向け 21 分／保護者向け 22 分　■ 2016 年
★文部科学省選定

小学校教材　特別活動

特
別
活
動■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0998〕

■ 字幕版付き／指導の手引書・ワークシート付き
■ 21 分　■ 2018 年　★文部科学省特別選定

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0999〕
■ 字幕版付き／指導の手引書・ワークシート付き
■ 18 分　■ 2018 年　★文部科学省特別選定

トピック①　スマホのマナー
トピック②　会って大丈夫？
トピック③　相手の事情 考えてる？

トピック①　課金して大丈夫？
トピック②　ネットの詐欺 知ってる？
トピック③　ネット依存の恐怖

1巻　自分も相手も傷つけないために ２巻　危険な目にあわないために

■ DVD ２巻セット
　 120,000 円　㊫ 60,000 円　〔C#0993〕

小学生を対象に、安全で正しいスマホの使い方を解説した作品です。相手の気持ちを考える、ルールを守るといった情報モラル
を身につけることが、スマホやネットの安全な利用につながることを、子供たちに理解させます。ドラマシーンと解説シーンによ
る構成で、事例を通してわかりやすく学ぶことが出来る作品です。　監修：兵庫県立大学環境人間学部 准教授　竹内和雄

特別活動　ネット関連

情報モラルを身につけよう！
小学生のスマホの安全な使い方教室　全２巻
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0537〕
■ 18 分　■ 2014 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

子どもたちが犯罪被害にあわず、自分自身の安全を守るた
めに、普段からどのようなことに気をつければいいのか、
学んでいく映像教材です。通学路や公園など子どもに身近
な場所を舞台に、具体的にわかりやすく、危険な場所や怪
しい人、危険な目にあった時の対応法を説明していきます。
・危ない場所ってどんなところ？　・一人のときが危ない
・知らない車はとっても危険　・危険な人ってどんな人？
・もしも危険な目にあったら
監修：板橋区教育委員会学校防災・安全教育専門員
　　　鎌倉女子大学 講師　矢崎良明

危険な目に あわないぞ！
ナナミパパの青空防犯教室

特別活動　安全教育

自然とのふれあいの中で、大事故につながる危険な場面がいっぱい
あります。あらかじめ体験学習することで、その危険から逃れること
ができます。山・川・海での場面で説明します。

■ DVD 40,000 円　㊫ 20,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 40,000 円　㊫ 20,000 円
■ 19 分　■ 2009 年
★教育映像祭優秀作品賞

特別活動　安全教育

危険な場所から逃げろ！

小学生の安全教育シリーズ 全３巻
子どもたちの日常生活全般にわたってありがちな、“ 見え
ない危険 ” がかくれた場面を提示し、何が危険なのか、こ
の後どうなるのかを子どもたち自身に考えさせます。さま
ざまな場面での危険予測を習慣づけることで、潜在的な
危険に気づく力や、自ら安全に配慮する態度を養っていく
ための教材です。
監修：板橋区教育委員会 学校防災・安全教育専門員　
　　　鎌倉女子大学講師　矢崎良明

特別活動　安全教育

危険から身を守ろう！
大きな地震が起きたとき

家の中、路上などの場面に分け、大きな
地震が起きたときにとるべき行動を示し
ます。また落下物や転倒物などの危険を
取り除き、安全な環境をつくることの大
切さにも気づかせます。

■ DVD 40,000 円　㊫ 20,000 円　〔C#7499〕
■ 15 分　■ 2015 年
★文部科学省選定

特別活動　安全教育

危険から身を守ろう！
近所にある危ない場所 〜川やため池、工事現場など〜

河川やため池など水の事故が起こりやす
い場所、転落の危険がある高い場所、工
事現場など身近な場所を取り上げ、どん
な危険が潜んでいるかのを分かりやすく
伝えます。

■ DVD 40,000 円　㊫ 20,000 円　〔C#7499〕
■ 12 分　■ 2015 年

特別活動　安全教育

危険から身を守ろう！
パソコンやスマホを使うとき

ＳＮＳやオンラインゲームなどでスマホや
パソコンを利用する場面を想定し、架空
請求詐欺や個人情報の漏えいなど、ネッ
ト犯罪の被害に遭わないためのポイント
を中心に解説します。

■ DVD 40,000 円　㊫ 20,000 円　〔C#7499〕
■ 16 分　■ 2015 年
★文部科学省選定

特
別
活
動

小学校教材 特別活動

特別活動　安全教育

きみなら どうする？
ゆうかい・いたずらされないために

自分自身で危険から身を守るための方法
を、小さな子どもたちにも理解できるよ
う、わかりやすいアニメーションで描きま
した。
監修：立正大学文学部社会学科 教授
　　　（犯罪社会学）小宮信夫

■ DVD-R 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#2212〕
■ 13 分　■ 2006 年
★教育映像祭優秀作品賞

増加の一途をたどる凶悪犯罪。そこで、
犯罪の防止に役立つ「地域安全マップ」
が注目されています。マップ作成は、危
険な場所を理解し、発見し、危険を避け
る力をつけるために有効な活動です。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2012〕
■ 14 分　■ 2005 年
★教育映像祭優秀作品賞

特別活動　安全教育

みんなでつくる地域安全マップ

誘拐や連れ去りに遭わないようにするた
めのスキルを子どもたち自身に身につけさ
せることを目的としています。楽しい CG
キャラクターとともに、様々なケースにつ
いて学んでいきます。
監修：立正大学文学部社会学科 教授
　　　（犯罪社会学）小宮信夫

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1102〕
■ 16 分　■ 2005 年

特別活動　安全教育

ぜったい、ゆうかいされないぞ！
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※制作中につき、内容・価格等が変更となる場合があります
■ DVD 50,000 円　㊫ 25,000 円（予価）　〔C#7499〕
■ 14 分（予定）　■ 2018 年７月発売予定

特別活動　福祉

認知症って、なんですか？

小学校高学年から中学生を対象とした、認知症を初めて
学ぶための教材です。認知症とは何か、認知症の人とどう
接すれば良いのかを、再現ドラマなどを通して、わかりや
すく解説します。正しい基礎知識をシンプルに伝える、子
ども向けに特化した内容の教材です。
監修：川崎幸クリニック院長
　　　公益社団法人 認知症の人と家族の会 副代表理事　杉山孝博

他人の作品を真似して、自分の作品のように発
表することが招く災難と、自分自身で作品を生
み出すことの大切さを学んでもらうことを目的に
制作されたドラマ作品です。

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 12 分　■ 2017 年

わたしのオリジナル
特別活動

認知症の症状をわかりやすく表現し、立場や環
境が違う人を思いやる心をもつことの大切さを学
んでもらうために制作されたドラマ作品です。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 30 分　■ 2017 年

永遠の記憶
〜認知症を知る〜

特別活動　福祉

特別活動　福祉

小学生の体験学習シリーズ
お年寄りとの交流
地域のお年寄りと交流をしている小学生たち
の実践例を取材しました。お年寄りとの交流
で、小学生たちがどのような影響をうけ、ど
んな感想をもつようになったのかを丁寧に描
きます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0995〕
■ 19 分　■ 2005 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

特別活動　福祉

小学生の体験学習シリーズ
障害のある人との交流
いろいろな障害を持つ人々と交流する小学生
たちの生き生きとした姿をドキュメント。障害
を持つ人と実際に接することで、小学生たち
がどのように変わっていくのかをレポートしま
す。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0994〕
■ 19 分　■ 2005 年
★文部科学省選定

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の学校特別価格は小学校にのみ適用されます
■ 18 分　■ 2016 年　　
★文部科学省特別選定・教育映像祭優秀作品賞

「合理的配慮」について、障害者の人権・差別の観点から
子どもにも分かりやすく解説し、お互いが相手の違いを認
め合い共に助け合っていくことの大切さを訴えます。
監修：文部科学省特別支援教育ネットワーク推進委員会 委員
　　　厚生労働省社会保障審議会障害者部会 委員
　　　藤堂栄子

特別活動　福祉

障害のある子 障害のない子
ちがいを認めて助け合おう

■ DVD 各巻 45,000 円 ㊫ 18,000 円　〔C#7499〕
■ DVD 3巻セット 130,000 円 ㊫ 50,000 円
※ 本商品は小学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 2012 年
★文部科学省選定

特別活動

小学生の未来学習シリーズ　全３巻

この作品では、ある小学校で実施されている、低学年、中学年、
高学年での成長段階に合わせたキャリア教育の姿を具体的に捉
えながら、視聴する子供たち一人一人が、働くことの意味を考え、

「生きる力」を身につけていく内容となっています。

監修：財団法人 日本進路指導協会 理事　萩原信一
指導：東京都小学校キャリア教育研究会 会長
　　　東京都江東区立毛利小学校 副校長　海藤美鈴

DVD ＋ CD-ROM の２枚組
CD-ROM には各学年用のワークシート (PDF）、キャリア教育
年間計画枠データ (Word と Excel)、資料「小・中・高等学校
における年間指導計画作成のために」(PDF) が入っています。

低学年向け	どんなかかりやしごとがあるのかな？	【11分】

中学年向け	はたらく人たちに学ぼう！	 【15分】

高学年向け	夢や希望をハッキリさせよう！ 【18分】

特
別
活
動

特別活動小学校教材
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※制作中につき、内容・価格等が変更となる場合があります
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円（予価）　〔C#3008〕
■ 14 分（予定）　■ 2018 年 5 月発売予定
★全日本交通安全協会推薦

特別活動　交通安全アニメ

三びきの子ぶたの交通安全

三びきの子ぶたの兄妹、ブータロウ・ブージロウ・ブーコが
登場する、幼児・小学生 ( 低学年 ) 向けの交通安全アニメー
ション教材です。子ぶたの兄妹が、入院しているお母さんの
所に行くために、道路の歩き方や、横断歩道の渡り方、踏み
切りの通り方などを、うさぎ先生に教えてもらいながら学ん
でいきます。子供達が可愛い子ぶたのキャラクター達と一緒
に、交通ルールを守ることの大切さを楽しく学べる作品です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円〔C#3000〕
■ 14 分　■ 2016 年
★	全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

特別活動　交通安全アニメ

三太郎とかぐや姫の交通安全

幼児・小学生（低学年）向けの交通安全アニメーションです。
うっかり玉手箱を開けてタイムスリップした浦島太郎・桃太
郎・金太郎・かぐや姫の４人。気がつけばそこは車やバイ
クが行き交う現在の日本でした。もとの世界に戻るには乙
姫様のいるレストラン竜宮まで歩いて行かなければいけま
せん。４人はその道中で、道路の歩き方や横断歩道の渡り
方、飛び出しは絶対にダメということを学んでいきます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3385〕
■ 12 分　■ 2015 年
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

特別活動　交通安全アニメ

忍者玉丸 ルールを守って交通安全 !! の巻

幼児・小学生（低学年）向けの交通安全アニメーション教
材です。500 年前の世界から、現代にタイムスリップした
忍者玉丸たちが、敵の忍者から虎の巻を取り返そうとする
ストーリーの中で、道路の歩き方や、横断歩道の渡り方を
学んでいきます。交通ルールを守ることの大切さを、子ど
もたちが楽しく学べる作品です。

Ⓒトマソン／ピーターパン・クリエイション

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2558〕
■ 14 分　■ 2014 年
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

特別活動　交通安全アニメ

赤ずきんちゃんと学ぼう！ 交通ルール

名作童話のヒロイン「赤ずきんちゃん」が主人公の交通安
全アニメーション教材です。「赤ずきんちゃん」がおばあちゃ
んの家に行く途中で、道路の歩き方や、横断歩道の渡り方
などを学んでいきます。子どもたちに、歩行者として守る
べき交通ルールの基本を、分かりやすく解説していきます。

■ DVD 3巻セット 180,000 円 ㊫ 90,000 円　〔C#0717〕

こころを育てる映像教材集 全３巻
新学習指導要領に準拠した道徳の指導内容を10 ～15 分
の短いドラマやドキュメンタリーとして構成。子供達を飽
きさせずに、自然に考えを引き出し、養うことができます。
監修：宇都宮大学 准教授　和井内良樹

●低学年向け／ドラマ
●指導内容：勤労・公共の精神
清花は団地に住む小学２年生。ある朝、ゴミ
出しの途中で疲れて階段に座り込んだ、上の
階に住むおばあさんを見つけます…。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0714〕
■ 字幕版・副音声版付き／学習指導案・ワークシート付き
■ 14 分　★	教育映像祭優秀作品賞

特別活動　ドラマ

おはよう！ ゴミありませんか？

●高学年向け／ドキュメンタリー
●指導内容：よりよく生きる喜び
義肢装具士の臼井さんが作った、陸上クラブ

「ヘルスエンジェルス」には、病気やケガで
足を失った人たちが、今日も元気に集まりま
す…。
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0716〕
■ 字幕版・副音声版付き／学習指導案・ワークシート付き
■ 15 分　★	教育映像祭最優秀作品賞

特別活動　ドキュメンタリー

義足がくれたもの
●中学年向け／ドラマ
●指導内容：相互理解・寛容
直人のクラスに、日系ブラジル人のニコラスが
転校して来ます。サッカーが上手ですぐに仲良
くなりますが、徐々にクラスメイトと溝ができ
てきて…。
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0715〕
■ 字幕版・副音声版付き／学習指導案・ワークシート付き
■ 12 分　★	教育映像祭優秀作品賞

特別活動　ドラマ

同級生は外国人

特
別
活
動

小学校教材 特別活動
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幼児・小学生を対象に、児童書やアニメ
番組で人気の「ズッコケ三人組」のキャラ
クターとともに、「自転車は車の仲間」「道
路で自転車の走れるところ」「横断歩道の
渡り方」「交差点の渡り方」「危険な運転
とは…」など、自転車の交通ルールやマ
ナーを正しく身につけていく教材です。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の学校特別価格は幼稚園・小学校にのみ適用されます
■ 14 分　■ 2016 年
★	全日本交通安全協会推薦

特別活動　交通安全アニメ

ズッコケ三人組の自転車教室
安全な乗り方を身につけようの巻

こんちゃん、そうちゃん、としちゃんの
仲良し「町内新撰組」の三人が、遠くの
動物園へ行く中で、交通ルールを学んで
いきます。横断歩道の渡り方や、信号機
の見方など大切なルールを楽しく知って、
学べる作品です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 13 分　■ 2013 年
★全日本交通安全協会推薦

特別活動　交通安全アニメ

町内新撰組
おたすけ組めざし隊の交通安全
交通ルールを守って　めざせ！動物園！

特別活動　交通安全アニメ

とびだしはあぶないぞ！
むしむし村の交通安全

子どもたちになじみの深い虫たちがキャラ
クターになって登場する、明るく楽しいス
トーリーの中で、歩行者として守るべき交
通ルールの基本を分かりやすく解説して
いきます。幼児の交通事故の多くが飛出
しであることを考慮し、特に飛出し防止に
関して重点を置いた内容となっています。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3709〕
■ 12 分　■ 2012 年
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

「アラジンと魔法のランプ」のキャラクター
を使い、道路の歩き方や信号機のない横
断歩道の渡り方、交通標識の意味や電車
の踏み切りの渡り方などを楽しく学べる
構成となっています。子どもたちが交通事
故に遭わない、起こさないためにも、交
通ルールを守ることの大切さを示します。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2553〕
■ 12 分　■ 2011 年
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定

特別活動　交通安全アニメ

アラジンと魔法のランプの交通安全

絵本やテレビでおなじみの「まめうしくん」
が登場する、楽しく学べる交通安全アニ
メです。宝さがしの道中で、安全な道路
の歩き方や横断歩道のわたり方、信号に
ついてなど交通ルールの基本を学んでい
きます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3702〕
■ 12 分　■ 2009 年
★全日本交通安全協会推薦

特別活動　交通安全アニメ

まめうしくんの交通安全
宝さがしの旅だっし

みんなが知っている民話『うさぎと亀』
が楽しい交通アニメになりました。交通
ルールとは何か、なぜ交通ルールを守ら
なければならないかがしっかりとわかる
構成となっています。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2613〕
■ 13 分　■ 2008 年
★全日本交通安全協会推薦

特別活動　交通安全アニメ

うさぎと亀の交通安全

お馴染みの人気者、孫悟空とその仲間た
ちが、師匠の三蔵法師と一緒に、楽しく
交通ルールを学ぶビデオです。クイズで
修行をしながら、道路の歩き方や信号、
横断歩道の渡り方などを勉強します。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1162〕
■ 13 分　■ 2005 年
★全日本交通安全協会推薦

特別活動　交通安全アニメ

孫悟空の交通ルール　修行中

「オズの魔法使い」のキャラクターを使っ
た楽しい交通安全教材です。大人から子
どもまで親しまれているオズの魔法使い
の世界を楽しみながら、交通安全が身に
つく作品です。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0242〕
■ 12 分　■ 2007 年
★全日本交通安全協会推薦

特別活動　交通安全アニメ

オズの魔法使いの交通安全の旅

子どもの自転車事故の特徴から見た、自転車走
行の危険性を訴えます。子どもたちが楽しみな
がら、自然に自転車の交通ルールを学べるアニ
メーションです。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 65,000 円　㊫ 33,000 円
※この商品の学校特別価格は大学には適用されません
■ 15 分　■ 2009 年
★全日本交通安全協会推薦・教育映像祭優秀作品賞

サル太郎　ヘルメットはかぶってね
自転車にのるときのやくそく

特別活動　交通安全アニメ

自転車の関連する交通事故は、全事故件数の約
2 割を占めています。平成 20 年に施行された、
新しい自転車の交通ルールを子どもたちにわか
りやすく解説します。

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 50,000 円
■ 15 分　■ 2011 年　
★文部科学省選定

特別活動　交通安全アニメ

新しい自転車の交通ルール
魔法国からの使者

特
別
活
動

特別活動小学校教材
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1663〕
■ 13 分　■ 2017 年　
★文部科学省選定

特別活動　防災・消防

忍者玉丸の火の用心

幼児・小学生（低学年）向けの火災予防アニメーション教
材です。忍者玉丸と、くのニンが、消防士の黒丸や師匠の
じい丸と一緒に、火災の恐ろしさを学んでいきます。子供
たちに火災の恐ろしさを知ってもらい、火遊びが原因であ
る火災をなくすことを目的とした作品です。

Ⓒトマソン／ピーターパン・クリエイション

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の学校特別価格は幼稚園・小学校にのみ適用されます
■ 14 分　■ 2016 年
★教育映像祭優秀作品賞

大地震は、いつ、どこで起きるかわかりません。しかし子
どもたちには、そのことを伝えて不安にさせるのではなく、
行動することの大切さを教えることが、何よりも重要です。
幼児・小学生を対象に、児童書やアニメ番組で人気の「ズッ
コケ三人組」のキャラクターとともに、地震が起きた時の
命を守る行動、被害を未然に防ぐための工夫など、基本
的な防災知識と防災行動を身につけていく教材です。

特別活動　防災・消防

ズッコケ三人組のぼうさい教室
地しんから身を守ろうの巻

特別活動　交通安全

ドライブレコーダーは見た ! シリーズ
自転車の交通ルールを覚えよう　小学生の交通安全
大好評「ドライブレコーダーは見た！シリーズ」
最新作！小学生を対象に交通ルールと正しい
乗り方がなぜ大切なのかを、ドライブレコー
ダーの映像を交えながら分かりやすく解説し
ます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#6959〕
■ 15 分　■ 2012 年
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

特別活動　交通安全

なぜ？ どうして？ から考える
小学生の自転車の安全な乗り方
小学生の自転車安全のためには「なぜ危険な
のか」「どうしたら安全なのか」を子どもたち
自身に理解させることが大切です。子どもたち
に質問を投げかけ、考えさせることで理解を
うながす交通安全ビデオです。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1617〕
■ 16 分　■ 2010 年
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

特別活動　交通安全

小学生の危険予測学習シリーズ
クイズ！ 危険をさがせ　自転車に乗るとき
クイズ形式で学ぶ自転車交通安全の危険予測
トレーニング教材です。楽しいアニメで興味
を惹きつけながら、危険な交通状況を示す場
面では子どもの目線から見た実写映像を多用。
より実践的な危険予測能力を高めます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 17 分　■ 2013 年
★全日本交通安全協会推薦

特別活動　交通安全

小学生の危険予測学習シリーズ
クイズ！ 危険をさがせ　道路を歩くとき
小学校低学年向けの危険予測トレーニング教
材。人体模型のジンタ君と一緒に道路の安全
な歩き方を学んでいきます。
・見通しの悪い交差点での危険
・停車車両の間の横断の危険
・信号のある交差点での危険
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 15 分　■ 2013 年
★全日本交通安全協会推薦

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 付録／危険予測学習用動画コンテンツ（約１分 × ６本）を収録
■ 20 分＋付録６分　■ 2017 年
★文部科学省選定

特別活動　交通安全

あの時 『ボク』は 自転車で…

ある晩、ボクの部屋に突然現れた黒ずくめのおじさん。ど
ういうわけだか、二人で自転車の交通ルールを勉強するこ
とに…。明日ボクが事故に遭うってどういうこと？ おじさ
んホントは誰なの…？ ちょっぴりミステリアスなドラマを
通して、自転車の正しい乗り方、ルールを守ることの大切
さを学んでいく、小学生向けの自転車交通安全教材です。
監修：全国学校安全教育研究会 顧問・鎌倉女子大学 講師　矢崎良明

特別活動　交通安全

こんなときが危ない！
小学生のための自転車安全教室
事故場面をスタントで再現し子どもたちに見せ
るスケアード・ストレイト方式の交通安全教育
が高い効果をあげています。このＤＶＤでは、
典型的な自転車事故場面をスタントで再現し、
事故の怖さを実感させるとともに、事故に遭わ
ないためのポイントを分かりやすく示します。
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 17 分　■ 2012 年
★全日本交通安全協会推薦

子どもに多い「ながらスマホ」「ながらゲーム」
の危険性を実験で検証しながら、正しい交通
ルールを確認し、「ながらスマホ」「ながらゲー
ム」の防止を強く訴えます。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は小学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 17 分　■ 2016 年　★日本交通安全教育普及協会推薦

特別活動　交通安全

スマホ・ケータイしながら大丈夫？
「ながら」の行動が交通事故へ

特
別
活
動

小学校教材 特別活動
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0800〕
■ 解説書・ワークシート・防災カード（PDF）付き
■ 2015 年　
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

小学校向けの防災教材です。地震や津波など、いろいろな災害についての基本的な知識や、
災害から身を守るための方法を学びます。災害が起こる場面をアニメーションで提示し、ど
のように身を守るか視聴者に考えさせます。また、実際の災害の映像を交えてそれぞれの
災害の基礎的な知識を伝えます。45 分授業で使うだけでなく、ショートホームルームなど
の短い時間でも活用できる教材として開発いたしました。

監修：東京学芸大学教授
　　　日本安全教育学会理事長　渡邉正樹

【収録コンテンツ】
・地震だ !! 身を守れ ! 教室にて ----------【4 分 48 秒】
・地震だ !! 身を守れ ! 通学路にて -------【5 分 00 秒】
・地震だ !! 身を守れ ! 自宅にて ----------【5 分 57 秒】
・津波だ !! 身を守れ ! 通学路にて -------【6 分 24 秒】
・津波だ !! 身を守れ ! 公園にて ----------【7 分 35 秒】
・台風だ！ 身を守れ ! 台風・集中ごう雨・土砂災害 ---【7 分 50 秒】
・雷・たつまきから身を守れ ! ------------【8 分 48 秒】
・雪害を学び身を守れ ! --------------------【8 分 15 秒】
・火山を学び身を守れ ! --------------------【9 分 19 秒】
・地震だ !! 身を守れ !（ロングバージョン） ---【9 分 18 秒】
・津波だ !! 身を守れ !（ロングバージョン） ---【12分 40 秒】

特別活動　防災・消防

災害ケーススタディ
とっさの判断！ 君ならどうする？

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1619〕
■ 16 分　■ 2012 年
★文部科学省特別選定

特別活動　防災・消防

ナンデくんと学ぶ
地震と津波を知ろう じぶんの命を守るために

地震・津波が起こる理由や、緊急地震速報の仕組み、地
震・津波が起きた時の行動の仕方を、小学生の「ナンデく
ん」と一緒に学び、解説していきます。どんな状況で地震
が起きても命が助かるよう、子どもたちにしっかり理解さ
せることを狙いとしています。
監修：東京大学地震研究所 助教 大木聖子

特別活動　防災・消防

じしんがきたらどうする？
むしむし村の防災訓練
｢むしむし村｣ の昆虫キャラクターたちが、教
室での防災訓練を体験しながら、地震が起
こった時の行動の仕方を学びます。海辺の遊
園地では、津波が来た時の避難について学ん
でいきます。
監修：財団法人市民防災研究所 理事　池上三喜子
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2109〕
■ 12 分　■ 2012 年
★文部科学省選定

高い防災意識と日頃から繰り返す防災訓練
が、命を守る決め手となることを学びます。
津波、火災の特徴を理解し、避難する方法を
明示していきます。

（小学校中・高学年向け）　

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※本商品は小学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 21 分　■ 2014 年　★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

特別活動　防災・消防

命を守れますか？
〜地しんのとき つ波のとき〜

孫悟空、猪八戒、沙悟浄の仲間たちが、師
匠の三蔵法師と一緒に火災の恐ろしさを学ぶ、
幼児向けの火災予防アニメーションです。火
遊びの怖さ、煙の危険性や花火をするときの
注意点など、クイズを交えながら勉強します。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1163〕
■ 12 分　■ 2010 年
★文部科学省選定

特別活動　防災・消防

孫悟空の火の用心
まだまだ修行中

この作品では、イラストの親子が地震につい
て話し合いながら、地震・津波防災について
学んでいく姿を柱として、防災についての基本
的な知識を紹介していきます。

（小学生・保護者向け）

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※本商品は小学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 24 分　■ 2014 年　★文部科学省選定

特別活動　防災・消防

親子で一緒に　防災計画　防災訓練

幼児向けの楽しく学べる地震防災アニメー
ション。ニャンニャン地震防災ランドに迷い込
んだ子猫のミーちゃんと大樹くんが、地震から
命を守るために大切なことを学んでいきます。

■ DVD-R 56,000 円 　㊫ 28,000 円　〔C#0988〕
■ 12 分　■ 2005 年　
★文部科学省選定

特別活動　防災・消防

じしんだ !! ミーちゃんのぼうさいくんれん

釜石市の小学生たちがどのように避難したかを
詳細に描きます。子どもたちの防災力向上を目
的に制作したものです。
監修：群馬大学大学院工学研究科 教授
　　　広域首都圏防災研究センター長　片田敏孝
■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は小学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 14 分　■ 2012 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

ボクはすぐに逃げたんだ
東日本大震災から学んだこと

特別活動　防災・消防

特
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総合的な学習の時間　国際理解

国際理解シリーズ
オーストラリアの小学生と家庭生活
日本人の旅行先として人気の高いオーストラリ
ア。そこに住む人々の特色ある暮らしぶりを、
大都会シドニーと農村部のカウラの小学生の
学校生活や家庭生活に焦点を当てて紹介しま
す。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0229〕
■ 19 分　■ 1998 年
★教育映像祭優秀作品賞

総合的な学習の時間　環境

放射線について考えてみようシリーズ
しらべてみよう　放射線
小学生向けの放射線教育ＤＶＤ。霧箱実験な
どを通して、放射線の存在を感じさせること
で、放射線を正しく理解し、冷静に判断して
いくことの大切さを訴えていく構成になってい
ます。

■ DVD 60,000 円　㊫ 19,000 円　〔C#7499〕
■ 16 分　■ 2013 年

総合的な学習の時間　国際理解

国際理解シリーズ
東南アジアの国・タイ
バンコクにある日本人学校では１年生からタイ
語が必修。ここの６年生がチェンマイの小さな
農村へ修学旅行で訪れる。農村でのくらし、タ
イの子どもたちとの交流から得たものは‥‥。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1538〕
■ 20 分　■ 1997 年
★教育映像祭最優秀作品賞

総合的な学習の時間　国際理解

国際理解シリーズ
中国の小学生と家庭生活
中国の小学生の生活には「思想品徳」や「労
働」、羽蹴り遊びなど、様々な特色があります。
大都市上海の小学生と山東省の農村の小学生
をモデルに、学校生活や家庭生活を描きます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1372〕
■ 20 分　■ 1997 年
★教育映像祭最優秀作品賞

南米アンデス地方の先住民に伝わる小さなお
話をもとに、地球温暖化という大きな問題に
対し、私たちひとりひとりに何ができるのか、
何をするのかを問いかけるアニメーション作
品。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 60,000 円　㊫ 30,000 円
■ 19 分　■ 2009 年　★文部科学省選定

総合的な学習の時間　環境

ハチドリのひとしずく
私にできること

総合的な学習の時間　福祉

小学生の体験学習シリーズ
お年寄りとの交流
地域のお年寄りと交流をしている小学生たち
の実践例を取材しました。お年寄りとの交流
で、小学生たちがどのような影響をうけ、ど
んな感想をもつようになったのかを丁寧に描
きます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0995〕
■ 19 分　■ 2005 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

総合的な学習の時間　福祉

小学生の体験学習シリーズ
障害のある人との交流
いろいろな障害を持つ人々と交流する小学生
たちの生き生きとした姿をドキュメント。障害
を持つ人と実際に接することで、小学生たち
がどのように変わっていくのかをレポートしま
す。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0994〕
■ 19 分　■ 2005 年
★文部科学省選定

もったいないばあさんと
考えよう 世界のこと
地球の問題と厳しい環境で暮らす世界の子ども
たちの現状を分かりやすく伝えるＤＶＤです。
　DISC1：地球でおきている10 の問題
　DISC2：世界の10 人の子どもたち
　DISC3：付録・インド取材映像
■ DVD 3枚組 56,000 円　㊫ 28,000 円
　〔C#7499〕
■計 71 分　■ 2009 年
★文部科学省選定

総合的な学習の時間　環境

■ DVD 各巻 66,000 円 ㊫ 33,000 円
■ DVD 3巻セット 180,000 円 ㊫ 90,000 円　〔C#0717〕
■ 字幕版・副音声版付き／ 学習指導案・ワークシート付き　■ 2017 年

総合的な学習の時間

こころを育てる映像教材集 全３巻

●低学年向け／ドラマ
清花は団地に住む小学２年生。ある朝、ゴミ出しの途中で疲れて
階段に座り込んだ、上の階に住むおばあさんを見つけます…。

おはよう！ ゴミありませんか？

●中学年向け／ドラマ
直人のクラスに日系ブラジル人のニコラスが転校して来ます。サッ
カーが上手ですぐに仲良くなりますが、徐々にクラスメイトと溝が
できて…。

同級生は外国人

●高学年向け／ドキュメンタリー
義肢装具士の臼井さんが作った、陸上クラブ「ヘルスエンジェルス」
には、病気やケガで足を失った人たちが、今日も元気に集まります…。　

義足がくれたもの 15 分〔C#0716〕

★教育映像祭最優秀作品賞

★教育映像祭優秀作品賞

★教育映像祭優秀作品賞

12 分〔C#0715〕

14 分〔C#0714〕

総
合
的
な
学
習
の
時
間

小学校教材　総合的な学習の時間

※制作中につき、内容・価格等が変更となる場合があります
■ DVD 50,000 円　㊫ 25,000 円（予価）　〔C#7499〕
■ 14 分（予定）　■ 2018 年７月発売予定

総合的な学習の時間　福祉

認知症って、なんですか？

小学校高学年から中学生を対象とした、認知症を初めて
学ぶための教材です。認知症とは何か、認知症の人とどう
接すれば良いのかを、再現ドラマなどを通して、わかりや
すく解説します。正しい基礎知識をシンプルに伝える、子
ども向けに特化した内容の教材です。
監修：川崎幸クリニック院長
　　　公益社団法人 認知症の人と家族の会 副代表理事　杉山孝博
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高原の村・バンバ。何時間も岩山を歩き通学
する子どもたち。フランスから独立したマリで
は、フランス語と 4 種類のアフリカ言語が公
用語であり、人々はイスラム教を篤く信仰して
います。

■ DVD-R 36,000 円　㊫ 18,000 円　〔C#0395〕
■ 中学対象　■ 14 分　■ 1999 年

中学　地理

乾燥した地域に住む人々のくらし　マリ

ローザが暮らすのは、アンデス山脈付近の村・
ランダルマ。勾配のきつい山の斜面でトウモロ
コシなどを栽培しています。様々な物が揃う
町のマーケットまでは、何時間も要します。

■ DVD-R 36,000 円　㊫ 18,000 円　〔C#0820〕
■ 中学対象　■ 16 分　■ 1999 年

中学　地理

山地に住む人々のくらし　エクアドル

スーザンの住むカナダ連邦・ヌナブト準州で
は、冬、気温が－ 30℃以下に下がります。学
校ではイヌイット語の表記も習い、夏には狩り
をするなど、イヌイット文化を受け継ぎます。

■ DVD-R 36,000 円　㊫ 18,000 円　〔C#0819〕
■ 中学対象　■ 13 分　■ 1999 年

中学　地理

寒い地域に住む人々のくらし　イヌイット

フィリピンの島々の一つ、ビラ・サントスの家
は暑さと虫除けのために高床式になっていま
す。家ではタガログ語、学校では英語を使い
ます。主食の米は年 2 ～ 3 回収穫できます。

■ DVD-R 36,000 円　㊫ 18,000 円　〔C#1940〕
■ 中学対象　■ 14 分　■ 1999 年

中学　地理

フィリピンの農村と人々のくらし

■ DVD-R 各巻 38,000 円 ㊫ 19,000 円 
■ DVD-R ９巻セット 324,000 円 ㊫ 162,000 円 〔C#1394〕

自然の様子／自然と人々の暮らしとの関わり
／アイヌの人々の生活／暮らしを支える産
業／札幌の特色／北方四島と返還運動／な
ど。

〔C#1385〕■中学対象 ■ 16 分 ■ 2004 年
★ 文部科学省選定

中学社会科地理シリーズ　調べよう北海道
地形／観光／広島市・呉市・尾道市／三次
市の産業の変化／瀬戸内海の交通／因島の
造船工業／カキの養殖／厳島神社／など。

〔C#1390〕■中学対象 ■ 16 分 ■ 2004 年

中学社会科地理シリーズ　調べよう広島県

交通との関わり／最上川／庄内平野の農耕
／南陽市のビニールハウス栽培／果樹栽培
／昔からの産業／農業の変貌／など。

〔C#1386〕■中学対象 ■ 16 分 ■ 2004 年
★ 文部科学省選定

中学社会科地理シリーズ　調べよう山形県
松山市の歴史／吉田浜の工業地帯／新居浜
の工業地帯／道後温泉／宇和島の養殖漁業
／みかんの生産／など。

〔C#1391〕■中学対象 ■ 15 分 ■ 2004 年

中学社会科地理シリーズ　調べよう愛媛県

政治と歴史／経済／文化／東京駅／浅草の
特色／京浜工業地帯／野菜市場と魚市場／
公害問題／周辺都市／都市機能／など。

〔C#1387〕■中学対象 ■ 16 分 ■ 2004 年
★ 文部科学省選定

中学社会科地理シリーズ　調べよう東京都
古代中国との交流／蒙古襲来／北九州工業
地帯／かつての筑豊炭田・三池炭田／筑後
川／有明海／など。

〔C#1392〕■中学対象 ■ 16 分 ■ 2004 年
★ 文部科学省選定

中学社会科地理シリーズ　調べよう福岡県

戦後復興と都市計画／中京工業地帯／濃尾
平野と知多半島の開発／名古屋市郊外の開
発／一宮の繊維工業／など。

〔C#1388〕■中学対象 ■ 16 分 ■ 2004 年

中学社会科地理シリーズ　調べよう愛知県
アメリカ軍基地／観光／文化／琉球漆器／
石垣島・竹富島・西表島／家のつくりと防
風林／飲料水を得る工夫／など。

〔C#1393〕■中学対象 ■ 16 分 ■ 2004 年
★ 文部科学省選定

中学社会科地理シリーズ　調べよう沖縄県

各都道府県の地理的事象への興味関心を促し、学習意欲
を引き出します。調べ学習の材料として社会科や総合的な
学習の時間に活用できるよう、美しい映像で生徒に分か
りやすく構成しました。

中学　地理

中学社会科地理シリーズ

日本一の商業都市／観光／中之島／梅田地
下街／近郊住宅街／千里ニュータウンと金
剛ニュータウン／関西空港／商業街の現状
／阪神工業地帯／など。

〔C#1389〕■中学対象 ■ 16 分 ■ 2004 年
★ 文部科学省選定

中学社会科地理シリーズ　調べよう大阪府

社

　会

中学・高校教材　社 会
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ウンドゥルシルに住むトゥルバットは、早朝か
ら馬の世話をし、午後は放牧している羊の世
話をします。学校へは馬で通い、モンゴル語
や伝統楽器を学び、友だちと弓矢や相撲もし
ます。

■ DVD-R 36,000 円　㊫ 18,000 円　〔C#2140〕
■ 中学対象　■ 16 分　■ 1999 年

中学　地理

モンゴルの草原と人々のくらし
東南アジアでは米を中心にトウモロコシやサ
トウキビ、天然ゴムやパーム油、バナナやココ
ヤシが代表的農作物です。一方、都市と農村
の経済格差の問題にも触れます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1536〕
■ 中学対象　■ 19 分　■ 1996 年
★ 文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

中学　地理

東南アジアの農業

東南アジアの国々は、年間を通じて高温で、
雨季にはスコールが毎日降ります。多民族が
混在し、様々な宗教や文化が息づく東南アジ
アの特色を、多岐にわたる取材から紹介しま
す。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1535〕
■ 中学対象　■ 20 分　■ 1996 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

中学　地理

東南アジアの自然と人々の生活

安くて豊富、しかも勤勉な労働力のある東南
アジアの国々は、外国資本と技術協力の下に
急激な経済発展を遂げつつあります。日本の
企業の工場設立や政府開発援助について示し
ます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1537〕
■ 中学対象　■ 18 分　■ 1996 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

中学　地理

東南アジアと日本の結びつき

摂関政治の頂点に立った藤原道真を中心に貴
族政治の特色と、仮名文字によって紫式部の
源氏物語、清少納言の枕草子などを生み出し
た新しい国風文化を描きます。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#0517〕
■ 中学対象　■ 21 分　■ 1992 年
★ 文部省選定

中学　歴史

貴族と国風文化
五街道を主とする陸上交通。東廻り航路・西
廻り航路が生まれた海上交通。江戸時代の交
通はどのようにして発達したかを北前船を中
心に描き、興味深く解説します。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0521〕
■ 中学対象　■ 20 分　■ 1994 年

中学　歴史

北前船と江戸時代の交通

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0230〕
■ 中学対象　■ 20 分　■ 1998 年

オーストラリアにとって日本は最大の貿易国であり、訪ね
る日本人も年々増加しています。日本との結びつきを深め
ているオーストラリアの産業や自然、人々の暮らしを紹介
します。

中学　地理

オーストラリア大陸
人々のくらしと産業

中学　歴史

近世の技術と生活
織りと染め
近世の織物や染色の技術は、人々の生活を大
変豊かにしました。各地に、いまも残る織と
染めの伝統的な技術をたどりながら、発達の
意味をさぐります。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0231〕
■ 中学対象　■ 20 分　■ 1998 年
★ 文部省選定

中学　歴史

近世の技術と生活
新田開発と農業技術
近世初期の新田開発は、農業生産量の拡大の
上に大きな意味を持っています。新田開発の
跡をたどりながら、それを支えた土木や農業
技術について、具体的に考察します。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0966〕
■ 中学対象　■ 20 分　■ 1998 年
★ 文部省選定

江戸初期の新田開発・農業技術の改良、産業・
交通の発達を描くと共に、全国的な商品経済
システムが形成され、町人の力が台頭、町人
文化が生まれた様子を解説します。

■ DVD-R 90,000 円　㊫ 45,000 円　〔C#1713〕
■ 中学対象　■ 23 分　■ 1994 年

中学　歴史

農民と町人の力
江戸時代前期の産業の発達

西欧列強のアジア進出に対すべく日本は富国
強兵を進め、日清日露戦争に勝利、不平等条
約を改正、国際的地位を高めて行きました。
その様子を貴重な映像資料で描き出します。

■ DVD-R 76,000 円　㊫ 38,000 円　〔C#1652〕
■ 中学・高校対象　■ 26 分　■ 1992 年

中学・高校　歴史

日清・日露戦争
帝国主義への道

社　会中学・高校教材

社
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8 月 10 日の蜂起やジャコバン独裁の実相な
ど、カルナヴァレ博物館の協力により当時の
民衆像を再現。又、女神や祭典、シンボルな
ど “ 政治文化 ” の新視点からも革命を紹介。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1810〕
■ 高校対象　■ 22 分　■ 1997 年
★ 文部省選定

高校　歴史

パリの革命

人口 8 億を超えると言われるイスラム圏。そ
こでは、唯一神アッラーへの信仰がすべての
生活の基盤です。中東を始めとする各国に取
材し、その信仰と生活を紹介します。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0099〕
■ 高校対象　■ 22 分　■ 1996 年
★ 文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

高校　地理

イスラムの信仰と生活

北部・南部・西部と19 世紀前半のアメリカは
それぞれに発展したが、奴隷制存続をめぐる
対立から南北戦争が勃発、南部の敗北でアメ
リカ合衆国は新たに統合されます。

■ DVD-R 76,000 円　㊫ 38,000 円　〔C#0036〕
■ 高校対象　■ 26 分　■ 1993 年
★ 教育映画祭優秀作品賞

高校　歴史

南北戦争と黒人奴隷解放

繊維工業に始まり重工業や交通の飛躍的発展
をもたらした産業革命の全体像を、イギリス
各地に残る遺跡遺物を中心に描き、それらが
もたらした世界史的影響を考えます。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#0096〕
■ 高校対象　■ 20 分　■ 1992 年
★ 教育映画祭優秀作品賞

高校　歴史

イギリスの産業革命
マグナカルタ、清教徒革命、名誉革命、権利
の章典、責任内閣制の確立等、王権と議会の
対立・抗争を経て発展してきたイギリス議会と
民主主義の歴史を描きます。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#0095〕
■ 高校対象　■ 22 分　■ 1992 年
★ 文部省選定

高校　歴史

イギリス議会の歴史

17 世紀初頭からの移植に始まって、北米に形
成されたイギリスの植民地は 1 世紀を経て独
立します。独立革命の経過、独立宣言、憲法
制定等、アメリカ合衆国誕生の歴史。

■ DVD-R 76,000 円　㊫ 38,000 円　〔C#0035〕
■ 高校対象　■ 25 分　■ 1992 年
★ 文部省選定

高校　歴史

アメリカ合衆国の誕生

泥の文明・メソポタミア、石の文明・エジプト。
古代オリエントに栄えた二つの文明圏を対比
し、豊富な映像資料でそれぞれの特質と際
立った相違点を明らかにします。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0226〕
■ 高校対象　■ 22 分　■ 1996 年
★ 文部省選定

高校　歴史

王の墓・埋もれた都市

「レーニンによる革命」の理想と現実、スルタ
ンガリエフの事例などスターリン期の実像に迫
ります。ロシア及び西側諸国のデータや映像
資料を豊富に使用。現代の若者の意見も収録。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0390〕
■ 高校対象　■ 22 分　■ 1997 年
★ 文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

高校　歴史

革命のロシア

太平洋戦争への道　中国大陸侵略
日中戦争に焦点をあて、何故日本は太平洋戦争に
突入していったのか、貴重なフィルムと証言者たち
へのインタビューで綴ります。 （30 分／ 1997 年）

日韓併合への道
現存する遺跡、資料映像及び証言などをまじえな
がら、江華島事件から、3・1 万歳運動までの朝鮮
半島の歴史を描きます。 （30 分／ 1993 年）

太平洋戦争と東南アジア
太平洋戦争はコタバルから始まったー。マレー半島で
の中国人虐殺を中心に、証言と歴史的フィルムによっ
て太平洋戦争の本質を探ります。 （29 分／ 1992 年）

太平洋戦争と沖縄
太平洋戦争中、唯一日本での地上戦が展開された
沖縄。多くの住民をも巻き込んだ 3 ヶ月にわたる
この地獄の戦場を、数々の証言と資料映像で綴る
迫真のドキュメント。 （35 分／ 1995 年）

■ DVD-R ４巻セット 100,000 円　〔C#3126〕
※セット価格のみでの販売となります
■ 中学・高校対象　★ 教育映画祭優秀作品賞（「太平洋戦争と沖縄」）

中学・高校　歴史

戦争と平和を考えるシリーズ　全４巻

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は中学校・高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 字幕版付き　■ 28 分　■ 2017 年　
★ 教育映像祭優秀作品賞

数年前、修学旅行で長崎を訪れた中
学生が語り部の被爆者に「死に損な
い」とののしる出来事がありました。
そのことをきっかけに、ある中学３
年生の女の子が「戦争を次世代へ伝
えて」という人権作文を書き、法務
大臣賞を受賞しました。この作品は、
その作文を脚色し映像化したもので
す。「なぜ日本は戦争を止められな
かったのか」ーこうした疑問を持った
女の子が、戦争体験者の曽祖父や、元特攻隊員、元兵士
から話を聞き出しながら、戦争拡大の足跡を資料映像で
辿っていく作品です。

中学・高校　歴史

涙に浮かぶ記憶
戦争を次世代へ伝えて

中学・高校教材 社　会

社

　会
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銀閣寺や龍安寺の庭園などをつくったの
は、実は「河原者」であったという歴史
的事実。「河原者は差別を受けていたに
もかかわらず偉大な芸術家になった」と
いう事実を丁寧に描いた教材です。
監修：大阪市立大学特任教授 上杉聰
　　　鳥取環境大学教授 外川正明

中学・高校　歴史／公民

シリーズ映像でみる人権の歴史
第１巻 東山文化を支えた「差別された人々」

■ DVD 66,000 円　㊫ 18,500 円　〔C#6595〕
■ 小学生版と中学生以上版を収録／解説書・指導案（PDF）付き
■ 中学・高校対象　■ 小学生版 16 分／中学生以上版 16 分
■ 2014 年　★ 教育映像祭優秀作品賞

中学・高校　歴史／公民

シリーズ映像でみる人権の歴史
第２巻 江戸時代の身分制度と差別された人々

中世に始まった全ての身分が、居住地や
税制、戸籍などで身分を固定され、江戸
時代に「制度化」されたことを分かりやす
く解説し、積極的に新しい図式を提示し
ました。
監修：大阪市立大学特任教授 上杉聰
　　　鳥取環境大学教授 外川正明

■ DVD 66,000 円　㊫ 18,500 円　〔C#6596〕
■ 小学生版と中学生以上版を収録／解説書・指導案（PDF）付き
■ 中学・高校対象　■ 小学生版 15 分／中学生以上版 15 分
■ 2014 年

中学・高校　歴史／公民

シリーズ映像でみる人権の歴史
第３巻 近代医学の基礎を築いた人々

江戸時代末の日本で発展した近代医学。
その礎を築いたのは、科学的に物事を見
つめた医師たちと、差別された身分の人々
でした。歴史的事実を通し、人として正
しい見方・生き方とは何かを問いかけます。
監修：大阪市立大学・関西大学講師 上杉聰
　　　公立鳥取環境大学教授 外川正明

■ DVD 66,000 円　㊫ 18,500 円　〔C#6597〕
■ 小学生版と中学生以上版を収録／解説書・指導案（PDF）付き
■ 中学・高校対象　■ 小学生版 17 分／中学生以上版 17 分
■ 2015 年

中学・高校　歴史／公民

シリーズ映像でみる人権の歴史
第５巻 渋染一揆を闘いぬいた人々

江戸時代末期、岡山藩で起きた渋染一
揆。原典資料を詳細に分析し、その経過
を追いかけました。人としての尊厳をか
け、知恵と力を合わせて闘った人々から、
いま学ぶべきことは何かを問いかけます。
監修：大阪市立大学・関西大学講師 上杉聰
　　　公立鳥取環境大学教授 外川正明

■ DVD 66,000 円　㊫ 18,500 円　〔C#6629〕
■ 小学生版と中学生以上版を収録／解説書・指導案（PDF）付き
■ 中学・高校対象　■ 小学生版 18 分／中学生以上版 18 分
■ 2017 年

中学・高校　歴史／公民

シリーズ映像でみる人権の歴史
第４巻 明治維新と賤民廃止令

明治維新の契機となった闘いには、差別
されていた人々も立ち上がりました。しか
しその後の「解放令」と呼ばれてきた布告
に「差別からの解放」という意図がなかっ
たのはなぜか。新たな視点で問いかけます。
監修：大阪市立大学・関西大学講師 上杉聰
　　　公立鳥取環境大学教授 外川正明

■ DVD 66,000 円　㊫ 18,500 円　〔C#6598〕
■ 小学生版と中学生以上版を収録／解説書・指導案（PDF）付き
■ 中学・高校対象　■ 小学生版 18 分／中学生以上版 18 分
■ 2015 年

中学・高校　歴史／公民

シリーズ映像でみる人権の歴史
第６巻 日本国憲法と部落差別

だれひとりとして「差別されない」と明記
された「日本国憲法」こそが真の「解放令」
であることを伝え、「差別を黙って見過ごし
てはならない」ことを、いま改めて憲法の
意義とともに問いかけます。
監修：大阪市立大学・関西大学講師 上杉聰
　　　公立鳥取環境大学教授 外川正明

■ DVD 66,000 円　㊫ 18,500 円　〔C#6630〕
■ 小学生版と中学生以上版を収録／解説書・指導案（PDF）付き
■ 中学・高校対象　■ 小学生版 17 分／中学生以上版 17 分
■ 2017 年

中学　公民

日本四大公害
水俣病・イタイイタイ病

熊本水俣におけるチッソ水俣事件、富山
神通川の三井神岡鉱山のイタイイタイ病、
昭和電工新潟水俣病の歴史と現状を、当
時の貴重なフィルムを取り入れて描きま
す。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2077〕
■ 中学対象　■ 20 分　■ 1996 年
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

中学　公民

日本四大公害
四日市ゼンソク

四日市ゼンソクの歴史と現状を、貴重な
当時のニュースフィルムを取り入れ描きま
す。私たちは豊かさや利便性と引き換え
に多くのものを失ってしまったのではない
でしょうか。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2229〕
■ 中学対象　■ 18 分　■ 1996 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

中学・高校　公民

現代社会と人権
日本に暮らす　新

ニ ュ ー カ マ ー

来外国人
日系南米人が多く暮らす町を訪ね、その
日常を取材しました。オーバーステイと呼
ばれる非正規在留外国人の方々の現状と
定住化の問題、そこから見えてくる人権
課題を考えます。

■ DVD-R 78,000 円　㊫ 39,000 円　〔C#2884〕
■ 中学・高校対象　■ 25 分　■ 2002 年
★文部科学省選定

第１巻　個人の尊重と日本国憲法 【29 分】

第２巻　民主政治と政治参加 【29 分】

第３巻　法にもとづく公正な裁判 【27 分】

■ DVD 各巻 34,000 円　㊫ 17,000 円
　〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 2011 年
★ 文部科学省選定
　 教育映像祭優秀作品賞（第１巻）

政治のはたらきと私たちのくらし 全３巻
中学　公民

社　会中学・高校教材

社

　会
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30 年　「タラバガニの基地」根室
31 年　「ニシンの季節」稚内・小樽・留萌
32 年　「お正月迎えたアイヌ部落」
34 年　「農民の夢」根釧原野
35 年　「ハボマイの人びと」根室
35 年　「知床のこんぶとり」羅臼
36 年　「北の海のパトロール」釧路
37 年　「北の海にも春」紋別
38 年　「最北の港まち」稚内
38 年　「オロロン鳥の島」天売・焼尻島
38 年　「ゆたかにみのれる」石狩川
38 年　「競走馬のふるさと」日高
39 年　「豊漁にわく」鹿部

〔C#4801〕■ 31 分
１ 北海道編

29 年　「青ヶ島」東京都
30 年　「鎌倉の海」神奈川県　
32 年　「九十九里はイワシの大漁」千葉県
32 年　「傷だらけの東京」東京都
35 年　「おっぺし」千葉県
35 年　「城ヶ島」神奈川県
38 年　「海女と寺と花」千葉県
38 年　「あれから 1 年」東京都
39 年　「春うごく」神奈川県
39 年　「浅草海苔の本場」東京都
39 年　「変ぼうする多摩丘陵」
　　　　東京都・神奈川県
39 年　「海の自家用族」神奈川県
39 年　「佃の渡し」東京都

〔C#4804〕■ 31 分

４ 関東編
東京・神奈川・千葉

30 年　「犬の町をゆく」秋田県
30 年　「脚光あびる日本のチベット」岩手県
30 年　「羽黒の山伏たち」山形県
32 年　「鳴子ダム」宮城県
32 年　「コケシの町でコケシ祭り」宮城県
35 年　「八郎潟」秋田県
36 年　「春を待つ雪国の子供ら」秋田県
38 年　「陸中海岸」岩手県
38 年　「なまはげの国」秋田県
38 年　「きょうはたのしバカンスで」
　　　　山形県・新潟県
38 年　「津軽の秋探し」青森県
38 年　「初冬の南部」岩手県
39 年　「津軽の湖」青森県

〔C#4802〕■ 31 分

２ 東北編
青森・秋田・岩手・山形・宮城

27 年　「サギの天国」埼玉県
33 年　「山のパトロール・谷川岳」群馬県
34 年　「桧枝岐」福島県
35 年　「剣豪誕生」群馬県
38 年　「新聞少年に感謝」栃木県
38 年　「ワカサギの季節」茨城県
39 年　「榛名山」群馬県
39 年　「駅長さんはご栄転」福島県
39 年　「常磐の明暗」福島県
39 年　「娘船頭さん」茨城県

〔C#4803〕■ 27 分

３ 北関東編
埼玉・群馬・栃木・茨城・福島

32 年　「ウの鳥でさかえる町」愛知県
32 年　「志摩の海女」三重県
36 年　「ぶどう畑にはだか天国」山梨県
36 年　「多度のあげうま」三重県
36 年　「秋祭りと弾丸拾い」富士山麓
38 年　「名四国道」愛知県・三重県
38 年　「お伊勢さま」三重県
38 年　「生まれかわった村」静岡県
38 年　「温室のある半島」愛知県
39 年　「西伊豆の冬」静岡県
39 年　「真珠と海女と」三重県

〔C#4806〕■ 28 分

６ 東海・山梨編
愛知・三重・静岡・山梨

30 年　「フグの島」山口県
33 年　「家船の子ら」広島県
34 年　「ニワトリの町」島根県
35 年　「青年宿」山口県
38 年　「百万都市」岡山県
38 年　「こんぴらまいり」香川県
38 年　「湖都」島根県
38 年　「鳥取砂丘」鳥取県
38 年　「佐田岬」愛媛県
38 年　「四国三郎」徳島県
39 年　「四国へんろ」高知県

〔C#4809〕■ 30 分

９ 中国・四国編
広島・岡山・鳥取・山口・島根
香川・愛媛・徳島・高知

30 年　「海女の島」石川県
30 年　「冬ごもりの村」富山県
33 年　「椎茸学校」岐阜県
36 年　「長良川のウ飼いはじまる」岐阜県
38 年　「黒部の冬」富山県・長野県
38 年　「美濃紙のふるさと」岐阜県
38 年　「豪雪地帯をゆく」富山県・新潟県
38 年　「立山にきたえる」富山県
38 年　「飛騨路の秋」岐阜県
38 年　「北陸路をいく」富山県・新潟県
38 年　「冬をむかえる若狭」福井県

〔C#4807〕■ 28 分

７ 北陸・岐阜編
石川・富山・福井・岐阜

30 年　「毒けし売り」新潟県
31 年　「新入生をむかえて」新潟県
35 年　「雪とたたかう」長野県・新潟県
36 年　「伊那谷のこども達」長野県・秋田県
36 年　「先生といっしょ」新潟県
38 年　「諏訪湖のまわり」長野県
38 年　「はるちかし」新潟県
38 年　「軽井沢」長野県
39 年　「雪国」新潟県
39 年　「アルプスの街」長野県
39 年　「帰郷」新潟県

〔C#4805〕■ 29 分

５ 信越編
新潟・長野

30 年　「剣道の町」福岡県
30 年　「沖縄」
30 年　「タコの村」熊本県
31 年　「開発の槌音」宮崎県
31 年　「卒業みやげをのこして」福岡県
32 年　「どこを掘っても銭になる町」福岡県
38 年　「開聞岳の春」鹿児島県
38 年　「屋久島」鹿児島県
38 年　「長崎の精霊流し」長崎県
38 年　「噴煙の下で」鹿児島県
39 年　「キリシタンの島」長崎県
39 年　「日田杉のふるさと」熊本県・大分県

〔C#4810〕■ 31 分

福岡・大分・熊本・宮崎
鹿児島・長崎・沖縄

10 九州・沖縄編

31 年　「大峯山の行者」奈良県
33 年　「舞鶴」京都府
34 年　「くじら学級の少年たち」和歌山県
35 年　「漫才長屋」大阪府
38 年　「雪の但馬路」兵庫県
38 年　「アメリカ村」和歌山県
38 年　「紀州のミカン村」和歌山県
38 年　「大和路の春」奈良県
38 年　「新しい都市づくり」兵庫県
38 年　「真言宗の総本山」和歌山県
39 年　「今宮の十日エビス」大阪府

〔C#4808〕■ 28 分

８ 近畿編
大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山

中学・高校　地理／歴史

■ DVD-R 各巻 8,800 円

読売国際ニュース映画に見る・懐かしの日本
昭和 30 年代の生活と文化　全10巻
昭和 30 年代、映画館では本編の前に必ずニュース映画が上映されていました。
その後テレビの普及とともに姿を消していったニュース映画ですが、そこには当時
の世相、生活や文化などの貴重な記録が残されています。本シリーズは現存する
フィルムの中から各地域の特長をよく示す映像を選んで編集したものです。「日本
の諸地域／地域の歴史的背景」などの学習で効果的にご活用いただけます。
※当時のナレーションをそのまま収録しています。
※古い映像のため一部お見苦しい箇所がありますが、ご了承下さい。

中学・高校教材 社　会

社

　会
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学習指導要領に準拠した中学校理科 2 分野の映像教材です。各巻とも、
単元内容に沿って分割された 5 ～10 分の短いブロックで構成されてい
るので、学習の各段階で必要な部分だけを活用することができます。
監修：千葉大学教育学部 教授　藤田剛志

中学　理科

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1311〕
■ 中学対象　■ 計 24 分　■ 2008 年

第５巻 生物の殖え方
Ａ　細胞分裂のしくみ（６分）
観察を通して、細胞分裂の様子を
視覚的に紹介します。
Ｂ　有性生殖と無性生殖（９分）
生殖の仕組みや形質の伝わり方を
分かりやすく解説。
Ｃ　遺伝の規則性（９分）
エンドウを用いた交配実験で、遺
伝の規則性に気付かせます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1312〕
■ 中学対象　■ 計 20 分　■ 2008 年

第６巻 地球と宇宙
Ａ　天体の１日の動きと
　　地球の自転（７分）
太陽の動きをとらえた微速度映像
などで解説します。
Ｂ　天体の１年の動きと
　　地球の公転（７分）
日の出・日の入りの定点観測映像
とモデル実験などで解説。
Ｃ　太陽系の天体（６分）
金星の見え方の変化などをもとに
太陽系の様子を解説。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1309〕
■ 中学対象　■ 計 32 分　■ 2008 年

第３巻 動物の体のつくりとはたらき
Ａ　生物と細胞（８分）
様々な動植物の細胞を観察。興味
深い映像で解説します。
Ｂ　感覚と運動（７分）
レントゲン映像やＣＧなどを使い、
理解させます。
Ｃ　消化と吸収（７分）
内視鏡やレントゲンを用いて、人
体の消化管を観察。
Ｄ　呼吸のしくみと血液の循環（１０分）
小動物の心臓や血管など、多彩な
映像で分かりやすく構成。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1310〕
■ 中学対象　■ 計 28 分　■ 2008 年

第４巻 天気とその変化
Ａ　大気中の水の変化（９分）
雲を作る実験などを通して、水の
様々な姿を紹介。
Ｂ　気圧と天気（５分）
天気変化の微速度撮影映像など
を交えて解説。
Ｃ　前線と天気の変化（６分）
モデル実験やＣＧで、前線に伴う
天気変化を解説。
Ｄ　日本の天気の特徴（８分）
衛星写真やＣＧなど多彩な映像で
解説します。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1307〕
■ 中学対象　■ 計 32 分　■ 2008 年

第１巻 植物の体のつくりとはたらき
Ａ　花のつくりとはたらき（７分）
アブラナやエンドウの観察を通し
て花のつくりを理解させます。
Ｂ　根・茎・葉のつくり（１０分）
さまざまな植物の根・茎・葉を観
察し、つくりと働きを理解させます。
Ｃ　光合成と呼吸（８分）
植物の光合成と呼吸の関係につい
て、段階的に分かりやすく解説。
Ｄ　植物のなかま（７分）
発芽の微速度撮影映像などを用い
て植物の種類による違いを解説。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1308〕
■ 中学対象　■ 計 28 分　■ 2008 年　★ 教育映像祭優秀作品賞

第２巻 大地の変化
Ａ　火山の活動とマグマの性質（７分）
日本各地の火山の空撮映像、噴火
の映像や溶岩の溶融実験など。
Ｂ　マグマからできる岩石（６分半）
火成岩の観察や、結晶のでき方を
確かめるモデル実験など。
Ｃ　地震と地球内部の動き（８分）
ＣＧと、地震被害や断層の映像を
織り交ぜ、理解させます。
Ｄ　地層のなりたち（６分半）
地層のなりたち、各種の堆積岩や
化石について扱います。

中学理科２分野シリーズ 全６巻

■ DVD ６巻セット 396,000 円　㊫ 198,000 円　〔C#1314〕

理

　科

中学・高校教材　理 科
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火山活動や火山の形はマグマの粘性と深
く関係していることを大島三原山や雲仙
普賢岳など日本各地の典型的火山やキラ
ウェア火山の空撮や溶岩の溶解実験など
で理解させます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0387〕
■ 中学対象　■ 19 分　■ 1995 年
★ 文部省選定

中学　理科

火山の形とマグマの性質

落葉広葉樹の森で繰り広げられる複雑な
生物の食物連鎖、生産者・消費者・分解
者の様子を明快に描き、自然界の物質循
環と生物どうしのつながりを理解させま
す。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1100〕
■ 中学対象　■ 17 分　■ 1995 年

中学　理科

生物のつながりと食物連鎖

中学・高校　理科

滅びゆく生物たち
水生昆虫の世界

タガメやゲンゴロウ、ヤゴ…など、今で
はほとんど見られなくなってしまった水生
昆虫の生態を描き、自然を保護し、自然
と生物が共存する必要があることを訴え
ます。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#1996〕
■ 中学・高校対象　■ 20 分　■ 1993 年
★ 文部省選定・教育映画祭最優秀作品賞

マグマが固まってできた火成岩の中で火
山岩と深成岩はどのような成因のちがい
があり、どのような特徴があるのか、偏
光顕微鏡撮影や結晶生成実験などにより
理解させます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2044〕
■ 中学対象　■ 19 分　■ 1995 年
★ 文部省選定

中学　理科

マグマからできる岩石
火山岩と深成岩

科学史上最大の発見の一つ、「メンデル
の法則」。親の形質が子孫に伝わる時の
規則性をエンドウ及びショウジョウバエの
交配実験を通して確かめます。

■ DVD-R 76,000 円　㊫ 38,000 円　〔C#0093〕
■ 中学・高校対象　■ 24 分　■ 1990 年
★ 文部省特別選定・教育映画祭優秀作品賞

中学・高校　理科

遺伝の法則をたしかめる
第1巻	 火山活動と火山の形
第2巻	 火山噴出物・火山岩、深成岩・造岩鉱物
第3巻	 地震の原因と地球内部の働き
第4巻	 地震に伴う土地の変化
第5巻	 地層の重なりと過去の様子
第6巻	 地層にみる過去の環境と地質年代

■ DVD ６巻セット 114,000 円　㊫ 57,000 円　〔C#7499〕
※セット価格のみでの販売となります
■ 中学対象　■各巻 約 17 分　■ 2012 年
★ 文部科学省選定

中学　理科

中学校理科 DVD
大地の成り立ちと変化
全６巻
大地の活動の驚異の姿。生きている地球の実態。動き続ける地球の
姿。地球が変化し続けるメカニズムを理解します。

■ DVD 各巻 42,000 円 ㊫ 14,000 円 〔C#7499〕
■ DVD ５巻セット 210,000 円 ㊫ 70,000 円
■ 中学対象　■各巻 約 20 分　■ 2016 年

中学　理科

中学校理科 DVD
地球と宇宙
全５巻

第１巻　天体の動きと地球の自転
〜日周運動〜

太陽や星座の１日の動きを、デジタルカメラによる１時間ごとの撮影
やＣＧを使って説明します。北の空と南の空の星座の動き方の違い
を関連づけ、地軸を中心とした地球の自転の原理を理解します。

第２巻　天体の動きと地球の公転
〜年周運動と季節の変化〜

太陽や星座の１年の動きを、太陽の南中高度の違いや、同時刻に見
えるオリオン座の位置の違いから理解します。地軸の傾きによる日
射量や日照時間が変化し、四季の変化が生じることを学びます。

第３巻　太陽系と恒星
〜太陽の特徴と月の運動〜

地球に一番近い恒星である太陽の特徴を、観察記録や映像を通し
て理解します。月の公転と満ち欠けの関連を学び、日食・月食が、
太陽と月と地球の位置関係によって生じることを理解します。

第４巻　太陽系の惑星
〜惑星の特徴と動き〜

各惑星の大きさや特徴、地球からの距離を、探査機映像やモデル
実験を通して理解します。また金星の見え方の変化を、太陽と金星
と地球の位置関係が分かるイラストなどで理解します。

第５巻　太陽系と銀河系
〜宇宙のひろがり〜

太陽系のさまざまな天体の特徴を、探査機映像などで理解します。
星雲・星団や銀河系についても説明し、大きさやその成り立ちをス
ケール感のある映像を通して理解します。

映像だから、動きや変化が一目でわかる！
クリップ形式を採用し使いやすい！
最新の映像と解説で分かりやすい！
監修：立命館大学 教授　山下芳樹

理

　科

中学・高校教材 理　科
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将也のクラスに転校してきた硝子は聴覚
障害者だが、筆談ノートで積極的に皆に
語りかける。当初は好意的に受け入れてい
た将也やクラスメイト達だったが、硝子が
原因で授業が止まったり、筆談ノートの煩
わしさに徐々にストレスを感じていく…。
監修：一般財団法人 全日本ろうあ連盟

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0650〕
■ 字幕版付き／授業ですぐ使えるワークシート付き
■ 中学対象　■ 30 分　■ 2015 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

中学　道徳ドラマ

聲
こ え

の形
かたち

障がい者は、自分とは違う世界の人…。
そんな「心のバリア」を、あなたも感じた
ことはないですか？ しかし相手に向かっ
て一歩踏み出すことで、必ず壁には穴が
あき、そこから新しい景色が見える…。
そんな三つの実例を追いかけました。
ナレーター：田畑智子

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円〔C#3138〕
■ 字幕版・副音声版付き
■ 高校対象　■ 30 分　■ 2016 年

高校　道徳ドキュメンタリー

障がいを越えて

SNS がいじめ、危険ドラッグの温床になってい
ます。いじめや危険ドラッグと SNS の連鎖を断
ち切れるために必要なことを生徒たちが自ら話
し合い、自分たちの未来をつくる大切さを提案
します。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 中学・高校対象　■ 18 分　■ 2015 年

未来 －ＳＮＳの罠－
中学・高校　道徳

もしも、あなたの身近な人が、重い病
になったとしたら？ このビデオでは二組
の「いのちに寄り添う」人々に密着取材し
ました。２人に１人が、がんになる時代。
現代日本に生きる全ての人々が考えるべ
き、命のドキュメンタリー教材です。
ナビゲーター：中村有志

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2573〕
■ 字幕版・副音声版付き／研修用解説書データ収録
■ 高校対象　■ 35 分　■ 2017 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

高校　道徳ドキュメンタリー

いのちに寄り添う
〜ターミナルケアと人権〜

ドラマとナビゲーターの解説を通して、個
人情報の取り扱い、無料通話アプリや
SNS に潜む危険など最新のトピックを取
り上げ、スマホの安全な使い方を学んで
いきます。
監修：兵庫県立大学環境人間学部 准教授
　　　竹内和雄

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1051〕
■ 指導の手引書付き
■ 中学対象　■ 23 分　■ 2015 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

中学　道徳

スマホの安全な使い方教室
気をつけようＳＮＳのトラブルに

いじめは学校だけの問題。私たちはどこか
でそう思い込んでいないでしょうか。本作
品は、いじめを学校・家庭・地域・社会
全体の課題として見つめ直し、いじめ体験
がある、いじめをよく知る大人たちが、児
童・生徒・いじめを抱える子どもたちへ、
いじめ回復の道筋を提言するものです。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 17 分　■ 2017 年

中学　道徳

いじめ回復マニュアル
ー 大人たちから君たちへ ー

原子力災害は、未来へと続く、終わりな
き災害です。しかし、災害をあげつらうだ
けで未来は拓けない。地域の回復のため
にいまできることを。原子力災害を教訓に
果敢に地域の新生に挑む人々の証言から、
児童、生徒、学生、社会人が共に地方の
未来を考えるための地域教育教材です。

※制作中につき、内容・価格等が変更となる場合があります
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 高校対象　■ 16 分　■ 2018 年５月発売予定

高校　道徳ドキュメンタリー

海を取り返す
ー 原子力災害と向き合う ー

薬物、特に危険ドラッグの危険性、恐ろ
しさを訴えます。再現ドラマと解説シーン
で構成し、薬物を拒絶する強い意志を持
たせる「動機づけ」を最大の目的とした内
容です。禁断症状、フラッシュバックの
激しさをリアルな映像で描き、青少年へ
の危機意識を惹起します。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1540〕
■ 中学・高校対象　■ 19 分　■ 2014 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

中学・高校　道徳

ドラッグの悲劇
「もしも万引きしたら自分や周囲がどうな
るか、どういう心情になるか」を、主人
公の中学生の視点からのドラマで描く、
万引き防止教材です。万引きは窃盗罪と
いう許されない犯罪であることを、中学
生に明確に訴えます。
監修：横浜市立上白根中学校 教諭 平野謙

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2048〕
■ 指導用手引書＋ワークシート付き
■ 中学対象　■ 18 分　■ 2013 年
★文部科学省選定

中学　道徳ドラマ

万引き…あなたは犯罪者になりたいですか？

法務省主催・全国中学生人権作文コンテストに
て法務大臣政務官賞を受賞した「いじめのスパ
イラル」をドラマ化。女子中学生がいじめ問題
に直面し、解決していく姿を描きます。

■ DVD 75,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 33 分　■ 2014 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

悩まずアタック！
脱・いじめのスパイラル

中学　道徳ドラマ

道

　徳

中学・高校教材　道 徳
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人気サイト「いじめと戦おう！」に寄せら
れたいじめ経験者の生の声を元に、現代
の中学生を襲ういじめのメカニズム・なく
すためのヒントを描いたドラマ作品です。
鑑賞した生徒が登場人物たちの立場を自
分の身に置き換えて考える事ができます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2615〕
■ 指導用手引書付き
■ 中学対象　■ 23 分　■ 2012 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

中学　道徳ドラマ

中学生篇 いじめと戦おう！
もしもあの日に戻れたら

中学・高校　道徳ドキュメンタリー

いのちを学ぶ
生きること死ぬこと

この作品は、生と死の現場にいる人々を
取材し、かけがえのない命の尊さを伝え
ることを狙ったものです。生徒の生活に
身近なテーマをとりあげ、命を支える家
族や周囲の人々の真摯な姿から命の大切
さを訴えかけるドキュメンタリー作品で
す。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0111〕
■ 指導の手引書付き
■ 中学・高校対象　■ 22 分　■ 2006 年
★文部科学省選定

中学　道徳ドラマ

直木賞受賞作「ビタミンＦ」より
セッちゃん

高木家は父・雄介、母・和美、娘・加奈子
の３人家族。ある日、加奈子が、いじめに
あう「セッちゃん」という転校生について
話しだした…。直木賞受賞作の映像化。
原作：重松清（新潮社刊）
出演：近藤芳正ほか

■ DVD-R 90,000 円　㊫ 45,000 円　〔C#4203〕
■ 中学対象　■ 34 分　■ 2004 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

原作者の実体験をもとに、障害があって
も前向きに生きる主人公・きいちゃんの
姿を描きます。国語の教科書にも取り上
げられた感動の作品をアニメーションに
しました。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0531〕
■ 中学対象　■ 21 分　■ 2003 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

中学　道徳アニメーション

きいちゃん
私、生まれてきてよかった

いじめ動画がネット上に公開されるが犯
人がわからない。「本当の犯人は、いじめ
はやめられないとあきらめていた、ぼくら
みんなじゃないのか…」。ドラマを通じて、
中学生の子どもたちが語り合います。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 17 分　■ 2012 年

中学　道徳ドラマ

いじめはやめられる！

「すべてがありがたい…」。東日本大震災
で被災した人々、震災によって多くを失っ
た人々の声を紹介しながら、私たちのい
まを振り返り、震災後のこれからをどう
生きるかを共に考える「いのちの教育」
教材です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 66,000 円　㊫ 33,000 円
■ 中学・高校対象　■ 20 分　■ 2011 年

中学・高校　道徳ドキュメンタリー

失われたいのちへ誓う
東日本大震災が教えたこと

「盗んだな！」と健二に言われた慎一は、もう授
業どころではありません。実はそのシャープペン
シルは一週間ほど前、教室の掃除をしていて拾っ
たものだったのです。慎一の胸中は…。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円
　〔C#0528〕
■ 中学対象　■ 20 分　■ 1997 年

銀色のシャープペンシル
中学　道徳ドラマ

真理子とみゆきは小学校の頃から大の仲良しで、
部活も一緒でしたが、ふとしたことから二人の心
は離ればなれに…そんな二人の心の葛藤をドラ
マチックに描きます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円
　〔C#0098〕
■ 中学対象　■ 21 分　■ 1995 年
★文部省選定

いつも一緒に
中学　道徳ドラマ

我が子の自立を想い厳しく育てる母と、
反発しながらも明るくたくましく成長する
娘。僅か 500 グラムで生まれ、未熟児
網膜症のために失明した井上美由紀さん
とお母さんの心の交流を描いた感動の著
書のアニメ化。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円
　〔C#0105 字幕副音声版 C#0106〕
■ 中学対象　■ 22 分　■ 2003 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

中学　道徳アニメーション

生きてます、１５歳。

東日本大震災で変わり果てた学校の姿、被災し
た子どもたちのコメントを、被災しなかった中学
生たちが視聴し、いじめがいかに今の生活やい
のちの尊さを忘れて起きているかを自覚する姿
を描いています。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 15 分　■ 2011 年

いじめなんか、いらない !!
東日本大震災から、私たちは学んだ

中学　道徳

道

　徳

中学・高校教材 道　徳
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1540〕
■ 中学・高校対象　■ 19 分　■ 2014 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

危険ドラッグに関する事件や事故が近年急増し、大きな
社会問題となっています。本作品では薬物、特に危険ドラッ
グの危険性、恐ろしさを訴えます。再現ドラマと解説シー
ンで構成し、薬物を拒絶する強い意志を持たせる「動機づ
け」を最大の目的とした内容です。禁断症状、フラッシュバッ
クの激しさをリアルな映像で描き、青少年への危機意識を
惹起します。
監修：星薬科大学 薬品毒性学教室 教授　
　　　世界保健機関薬物依存性専門委員会 委員
　　　薬学博士　鈴木勉

中学・高校　保健　薬物乱用防止

ドラッグの悲劇
「薬物は自分だけでなく家族や周囲の人
間まで苦しめ、依存から抜け出すのは容
易ではない」ことを、薬物体験者自身の
説得力を持つ言葉で、強く訴えかけます。
視聴者に他人事ではなく自分のこととし
て考えさせ、なぜ薬物がいけないのかを
納得させます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0990〕
■ 指導用手引書＋ワークシート付き
■ 中学・高校対象　■ 21 分　■ 2010 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

中学・高校　保健　薬物乱用防止

知っていますか薬
ド ラ ッ グ

物の真実
－体験者は警告する－

薬物に関する知識や恐ろしさを伝え、薬
物（ＭＤＭＡ）を勧められたときの断り方
を、心の問題を関連させて考えさせる構
成になっています。
監修：埼玉県立越谷総合技術高校
　　　生徒指導主任　長岡邦子
　　　星薬科大学 教授 鈴木勉

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0534〕
■ 指導用手引書＋ワークシート付き
■ 中学・高校対象　■ 20 分　■ 2005 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

中学・高校　保健　薬物乱用防止

緊急レポート！　ドラッグの罠
蔓延するＭＤＭＡ

たばこは強い依存性があるため、最初か
ら吸わないことが重要です。この作品は、
中学生向けに、実験映像や図解を交えな
がら、たばこの害をわかりやすく説明し
ます。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は中学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 中学対象　■ 18 分　■ 2015 年
★ 文部科学省選定

中学　保健　喫煙防止

たばこの煙 その影響は？
広がる禁煙社会

高校生の男女がたばこについて調べてい
く様子を描きながら、たばこの歴史や喫
煙が健康に及ぼす影響や、社会の規制な
どという観点から詳しく説明します。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 高校対象　■ 20 分　■ 2015 年
★ 文部科学省選定

高校　保健　喫煙防止

素敵だね 禁煙社会
たばこの煙の害について考える

中学　保健

くすりの正しい使い方シリーズ
調べてみよう！ 薬の正しい使い方

おなかが痛くなり保健室へ行った健介君。
養護教員に勧められ、薬を飲まずに横に
なって自然に治します。その後薬の説明
書に書いてあることに興味を持ち、学校
薬剤師に話を聞きながら、薬の正しい使
い方を調べていきます。

■ DVD 45,000 円　㊫ 18,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は中学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 中学対象　■ 16 分　■ 2013 年

高校　保健

くすりの正しい使い方シリーズ
もっと深めよう　医薬品のこと

文化祭で医薬品をテーマに発表すること
になった科学部員の生徒 4 人。その調査
する過程を捉え、薬の開発の歴史から、
現在の薬が承認審査されるまで、薬の正
しい使い方をわかりやすく説明していま
す。

■ DVD 45,000 円　㊫ 18,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 高校対象　■ 19 分　■ 2013 年

中学　保健

生きる力をはぐくむ　歯・口の健康シリーズ
ブラッシュアップ！ 未来
・歯周病って、何？
・外傷を防ぐ
・歯肉炎とＧＯ
・歯、口の健康と夢の実現

　企画構成：日本学校歯科医会

■ DVD 18,000 円　〔C#1941〕
■ 指導の手引書付き
■ 中学対象　■ 15 分　■ 2004 年

生徒がスポーツ中に起こす可能性のある「熱中症事故」について取り
上げます。スポーツ時の熱中症はどのように発生し、適切な応急処
置はどのようなものか、指導者の立場で配慮すべきことを示します。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は中学校・高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 中学・高校対象　■ 20 分　■ 2017 年
★ 文部科学省選定

中学・高校　保健

スポーツ事故を防ぐ
今日も熱中症ゼロへ！

保
健
体
育

中学・高校教材　保健体育
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中高生に性感染症が広がっています。恥
ずかしさから、周囲の大人たちに相談す
ることをためらい、性感染症の拡大、不
妊となってしまう。高校 1 年生男子の事
例をもとに、自分と他者を守る知識と考
え方を指導します。
共同制作：公立大学法人福島県立医科大学

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 中学・高校対象　■ 16 分　■ 2015 年

中学・高校　保健　性教育

ほんとに大丈夫 !?
―性感染症のこわさ― 男子生徒編

中高生に性感染症が広がっています。周
囲の大人たちに相談することをためらい、
不妊や疾患を誘引してしまう。女子中学
生の事例をもとに、自分を大事にするた
めの知識と考え方を指導します。

共同制作：公立大学法人福島県立医科大学
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 中学・高校対象　■ 16 分　■ 2015 年

中学・高校　保健　性教育

ほんとに大丈夫 !?
―性感染症のこわさ― 女子生徒編

ほんとに大丈夫⁉︎ ー性感染症のこわさー　■ DVD ２巻セット 130,000 円

保
健
体
育

中学・高校教材 保健体育

中学　保健　性教育

第１巻 あなたの体は誰のもの？
二次性徴の真っ只中にある中学生の君た
ち。変わっていく自分の体に戸惑ってい
るかもしれない。でもそれは大人になる
ための通過点。他人と比較して悩むなん
てやめよう。自分の体は自分のもの。自
分の体を好きになろう。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1374〕
■ 中学対象　■ 15 分　■ 2002 年

第２巻 ちゃんと知ってる？ セックスのこと
セックスには深い信頼と様々な責任能力
が必要。中学生の君たちにはまだ早いん
じゃないかな。けれども正しい知識は知っ
ておいてほしい。セックスは、将来君た
ちも経験する素敵なことなのだから。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1375〕
■ 中学対象　■ 15 分　■ 2002 年　★ 教育映像祭優秀作品賞

■ DVD-R 3巻セット 180,000 円　㊫ 90,000 円　〔C#1377〕

第３巻 性感染症から身を守る
性感染症が今、若い世代に広がっている。
決して人ごとじゃない。セックスをする人
なら誰にでも感染の危険性はある。でも
正しい予防法をしていれば、防ぐことの
できる病気なんだ。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1376〕
■ 中学対象　■ 15 分　■ 2002 年

中学生のための性教育シリーズ
あふれる性情報、望まない妊娠・中絶の増加、広がりを見せる
性感染症。そんな今を生きる中学生たちに、自分の責任で自己
決定するための、客観的かつ科学的な正しい性の知識を伝えま
す。「ドクター北村」こと北村邦夫先生が監修。全３巻。

第１巻	あなたの体は誰のもの？
第２巻	ちゃんと知ってる？	セックスのこと
第３巻	性感染症から身を守る

中学　保健　性教育

第２巻 対等な恋愛関係って？
ドラマ内の中学生カップルのケースを例
に、どういったことが ｢デートＤＶ｣ にあ
たるのか解説していきます。｢望まない妊
娠｣ を防ぐためにも、安易な性行為に走
らないのはもちろん、自分も相手も尊重
し、嫌なことはＮＯと言える、対等な恋
愛関係を築くことが大切なのです。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1298〕
■ 中学対象　■ 18 分　■ 2014 年　★ 教育映像祭優秀作品賞

■ DVD 3巻セット 180,000 円　㊫ 90,000 円　〔C#1300〕

第３巻 防ごう！ 性のトラブル
スマホや無料通話アプリなど、使い方を
一歩間違えると思いがけない性犯罪に巻
き込まれる可能性もあります。また若い
世代への性感染症の広がりも大きな問題
です。子どもたちがこうした ｢性のトラブ
ル｣ に巻き込まれないための、正確で科
学的な知識を解説していきます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1299〕
■ 中学対象　■ 20 分　■ 2014 年

第１巻 考えよう！ 私の性 みんなの性
思春期の男女それぞれの体の変化は、ど
のような仕組みで起こるのか解説してい
きます。また、体と心の性が一致しない、
同性に恋愛感情をいだくなどの、｢多様な
性｣（LGBT）についても描き、人の性の
あり方は様々であることを学びます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1297〕
■ 中学対象　■ 19 分　■ 2014 年

中学生のいのちと心を守る性教育シリーズ
望まない妊娠や性感染症の蔓延、SNS を介した性犯罪被害等
を防ぐためにも、中学生達が正確で科学的な性の知識を獲得す
ることが何よりも大切です。正しい知識を学ぶことが、子ども達
に慎重な行動を促すことになり、自らのいのちや心を守ることに
つながります。そのための教材として、本作ではミニドラマと産
婦人科医の北村邦夫先生の解説、ナレーションを通して、多角
的にわかりやすく ｢性｣ について伝えていきます。

監修：一般社団法人 日本家族計画協会 クリニック所長
　　　北村邦夫
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0071〕
■ 中学対象　■ 29 分　■ 2012 年
★ 教育映像祭最優秀作品賞

柔道初心者の中学生向けに、保健体育の授業で学ぶ柔道
の技を解説した作品です。生徒がけがをしないことを第一
に考えた、楽しく段階的に学習できる内容です。
※メニュー画面から ｢全編再生｣ と観たい項目のみを
　ご覧いただく ｢個別再生｣ が選べます。

監修：公益財団法人 全日本柔道連盟
　　　指導者養成プロジェクト特別委員会
　　　武道必修化対策チーム委員
　　　千葉大学教育学部附属中学校 教諭　渡辺冬花

中学　体育　武道

安全に楽しく学ぼう 保健体育 柔道

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0070〕
■ 指導用手引書付き
■ 中学校保健体育科教員向け　■ 40 分　■ 2012 年
★ 文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

中学校男女武道必修化に対応した、保健体育科教員向け
の映像教材です。柔道で起こりうる脳損傷や、事故の対
策を示した上で、生徒にけがをさせない指導法を解説して
いきます。
　監修：公益財団法人 全日本柔道連盟
　　　　指導者養成プロジェクト特別委員会
　　　　武道必修化対策チーム委員
　　　　千葉大学教育学部附属中学校 教諭　渡辺冬花
医事監修：神奈川県立足柄上病院
　　　　脳神経外科部長　野地雅人

中学　体育　教員向け

安全な柔道の授業づくり

■ DVD 40,000 円　㊫ 20,000 円　〔C#6390〕
■ 授業で使える音楽ＣＤ付き
■ 中学校保健体育科教員向け　■ 83 分　■ 2013 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

必修化を受け、ダンス未経験
の教員でも授業にすぐ活用で
きる指導者向けＤＶＤです。教
員自身のダンス技術を高める
ことはもちろん、実際の授業
で想定される様々な指導の場
面での具体的な活用の仕方を
学ぶことができます。

監修：仙台大学 助教
　　　山梨雅枝

現代的なリズムのダンスの教え方
生徒の ｢自由｣ を引き出す ｢カタチ｣

中学　体育　教員向け

■ DVD 各巻 36,000 円　㊫ 12,000 円
　〔C#7499〕
■ 映像で使用した楽曲を収録した
　 オリジナル音楽ＣＤ付き
■ 2017 年

① 創作ダンス 〜さらに広がる表現の世界〜
基本となる「２人の関係」から、群の動きを手がかりにし
た表現、仮面を用いた表現など、創作ダンスの基礎から
発展段階までを収録し、自然なステップアップが可能です。

〔49 分〕

② 現代的なリズムのダンス 〜さらに広がるリズムの世界〜
ロックやヒップホップのリズムで踊る踊り方の、より変化あ
る動きへの挑戦や、バトルを通じた即興の教え合いで動き
を高める発展段階、上級者の模範演技を収録しています。

〔43 分〕

監修・指導
筑波大学 名誉教授　村田芳子

高校　体育　ダンス

高等学校体育ダンス 全２巻

保
健
体
育

保健体育中学・高校教材
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ものづくり中学技術ＤＶＤシリーズ
①材料の特徴を調べよう
各種の実験や具体的な例を通して、木材・金
属・プラスチックが持つ様々な特徴を紹介。
性質面での特徴を解説するだけではなく、社
会や環境とのかかわりにも目を向けながら、
材料の特徴を考えていきます。

■ DVD 38,000 円 ㊫ 19,000 円 〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 20 分＋動画・静止画コンテンツ
■ 2012 年　★文部科学省選定

ものづくり中学技術ＤＶＤシリーズ
③電気を使う機器の仕組み
電気エネルギーを熱・光・動力に変換する仕
組みを身近な具体例を通して紹介します。ま
た電流を制御する仕組みや、漏電、感電など
の事故を防ぐための電気機器の安全な利用
法について解説していきます。

■ DVD 38,000 円 ㊫ 19,000 円 〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 20 分＋動画・静止画コンテンツ
■ 2012 年　★文部科学省選定

ものづくり中学技術ＤＶＤシリーズ
②木材を使って製作しよう
実際に製作品をつくる過程を通して、木材を
使った製作の基本を学びます。けがき、切断、
切削などの実技を分かりやすく解説すること
に加え、製作の前提となる構想や設計の大
切さにも気づかせます。

■ DVD 38,000 円 ㊫ 19,000 円 〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 18 分＋動画・静止画コンテンツ
■ 2012 年

ものづくり中学技術ＤＶＤシリーズ
⑤生物を育てる技術
実際の作物栽培を通して、植物が育つ環境
条件や育成環境を管理する技術を具体的に
解説していきます。また動物の飼育では、乳
牛を飼育する酪農家に取材し、さまざまな管
理技術があることを紹介。生物育成技術の
発達と工夫の様子に気付かせます。
■ DVD 38,000 円 ㊫ 19,000 円 〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 18 分＋動画・静止画コンテンツ
■ 2012 年

ものづくり中学技術ＤＶＤシリーズ
④力を伝える機械の仕組み
ベルト・歯車・カム機構など、動力を伝え、
動きを変換する機構を、実際の活用例を挙
げて具体的に示します。さらに、ねじ・ばね
の種類や用途、軸と軸受けの仕組みや、円
滑油の役割などについて調べていきます。

■ DVD 38,000 円 ㊫ 19,000 円 〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 14 分＋動画・静止画コンテンツ
■ 2012 年　★文部科学省選定

中学　技術・家庭〔技術分野〕

ものづくり中学技術ＤＶＤシリーズ　全５巻
ものづくりの基本となる各分野の技術を正しく分かりや
すく紹介します。技術の背景となっている社会や環境の
情勢にも触れ、単なるハウツー映像に留まることなく、
技術を学ぶ喜びにも気づかせます。ナレーションで解説
する本編映像のほかに、電子黒板などでも活用できる、
動画・静止画コンテンツ集を収録しています。
監修：千葉大学教育学部 准教授　木下龍

中学技術・家庭科ビデオシリーズ
①私たちの生活と食事
近年、生活習慣病になる若者が増えていま
す。このビデオでは、バランスのとれた食
事がいかに大事かを、ドラマ仕立ての構成
で解説しています。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1379〕
■ 中学対象　■ 19 分　■ 2003 年

中学技術・家庭科ビデオシリーズ
③私たちの生活と住まい
住まいは私たちが暮らすための必要不可欠
な生活の器です。その器でどうすれば快適
に生活することができるかを考えます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1381〕
■ 中学対象　■ 20 分　■ 2003 年

中学技術・家庭科ビデオシリーズ
⑤私たちと地域とのかかわり
ある防災訓練を例に、中学生と地域の関
わりを取り上げます。地域社会に参加する
中で、いかに自主性が大切であるかを訴え
ます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1383〕
■ 中学対象　■ 22 分　■ 2003 年

中学技術・家庭科ビデオシリーズ
②私たちの生活と衣服
衣服のはたらき、選び方、個性を生かした
着用の仕方、手入れの方法など、中学生が
自立して生きていくための知識を、ドラマ
仕立ての構成で解説しています。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1380〕
■ 中学対象　■ 20 分　■ 2003 年

中学技術・家庭科ビデオシリーズ
④私たちの家族と家庭生活
幼かった頃の自分を思い出すことで、自分
が成長してきた過程にあった家族の愛情を
実感させます。ドキュメンタリー編とドラ
マ編で構成されています。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1382〕
■ 中学対象　■ 19 分　■ 2003 年　★ 教育映像祭優秀作品賞

中学　技術・家庭〔家庭分野〕

中学技術・家庭科ビデオシリーズ　全５巻
家庭分野を扱った教材ビデオです。ミニドラマやドキュ
メンタリーなどを交えつつ、各単元の内容を分かりやす
く解説。食事や衣服、住まいなどが私たちの生活と密接
に関わっていることを示します。

■ DVD-R ５巻セット 300,000 円 ㊫ 150,000 円 〔C#1384〕

技
術
・
家
庭

中学・高校教材　技術・家庭
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円〔C#3140〕
■ 中学対象　■ 19 分　■ 2017 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

消費者トラブルに遭遇した中学生たちが、消費生活セン
ターの相談員からアドバイスを受けながら学んでいき、主
体的に行動していく姿をドラマで描きます。作品を視聴し
た中学生たちが、｢契約｣ について理解し、消費者トラブ
ルの解決法と予防法を知り、消費者の｢権利｣と｢責任｣を
自覚することを狙いとしています。
監修：東京経済大学現代法学部 教授　弁護士　村千鶴子

中学　技術・家庭　消費生活

自立した消費者になろう！
「契約」を学び「権利」と「責任」を自覚する

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1051〕
■ 指導の手引書付き　■ 中学対象　■ 23 分　■ 2015 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

ドラマとナビゲーターの解説を通して、個人情報の取り扱
い、無料通話アプリや SNS に潜む危険など最新のトピッ
クを取り上げ、スマホの安全な使い方を学んでいきます。
トピック①　個人情報は大丈夫？ とくに写真は要注意！
トピック②　リアルに会うことの危険
トピック③　ネット犯罪の危険
トピック④　誤解からネットいじめへ
監修：兵庫県立大学環境人間学部 准教授　竹内和雄

中学　技術・家庭　消費生活

スマホの安全な使い方教室
気をつけようＳＮＳのトラブルに

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1396〕
■ 中学対象　■ 16 分　■ 2012 年

学習指導要領の改訂に伴い、中学生の消費者教育では、
普段の消費生活の中で主体的に判断し、適切な意思決定
ができる力を育むことが求められるようになりました。こ
の作品では、中学生の自らの身近な消費行動を通して消
費者であることを自覚し、契約など消費者としての基礎知
識、権利と責任について理解を深めることを狙いとします。
監修：東京経済大学 教授　弁護士　村千鶴子

中学　技術・家庭　消費生活

中学生も消費者です
契約トラブルや権利と責任を学ぶ

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0987〕
■ 字幕版付き
■ 中学対象　■ 25 分　■ 2017 年
★文部科学省選定・科学技術映像祭特別奨励賞

食品の表示と安全について学ぶ作品です。食品表示の基
本ルールを説明し、食品添加物の役割やその安全基準の
メカニズムを、専門家の解説と図や表を交えて描いていき
ます。食品の安全について、科学的に判断できる力を養う
ことをねらいとしています。

監修：相模女子大学栄養科学部管理栄養学科 教授　三輪操

中学　技術・家庭　食生活

食品の表示と安全を学ぼう！
科学的に考える力を身につける

携帯電話やメールを悪用した特殊詐欺で、プ
リペイドカード型の「電子マネー」を騙し取ら
れる被害が相次いでいます。この作品では、
どのようなケースで若者が標的にされ、被害
が増大しているのか、実例をもとに解説しま
す。
■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕　■ 字幕版付き　
※ 本商品は中学校・高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 中学・高校対象　■ 19 分　■ 2016 年　★ 文部科学省選定

中学・高校　消費生活

「買ってきて！」は詐欺です
若者を狙うプリペイドカード（電子マネー）詐欺

ネットに詳しい噺家の柳家三之助さんと二人
の中学生とのやり取りを通じて、ネットのトラ
ブルを防ぎ、ネットを有効に活用していくため
のヒントを提供します。再現ドラマや図表など
も交え、わかりやすく解説しています。
監修：財団法人インターネット協会
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1683〕
■ 中学・高校対象　■ 23 分　■ 2011 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

中学・高校　消費生活

ネットと上手につき合おう！
ケータイトラブルから身を守る

知っているようで意外に知らない、食品の旬
や食品表示、食品添加物について取り上げた
教育ビデオです。『食品の裏側』の著者・安部
司氏の監修です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0992〕
■ 中学対象　■ 22 分　■ 2007 年
★ 教育映像祭最優秀作品賞

中学　技術・家庭　食生活

知っていますか？
食品のかしこい選び方　旬の食材・食品添加物

ケータイやパソコンを使う際のルールとマ
ナー、トラブルに遭わないためにはどうすれ
ばいいのか、また遭った時の対応策をドラマ
仕立てでわかりやすく描きます。
監修：財団法人インターネット協会

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0628〕
■ 解説書付き　■ 中学・高校対象　■ 22 分　■ 2008 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

中学・高校　消費生活

ケータイ・パソコン その使い方で大丈夫？

技
術
・
家
庭

技術・家庭中学・高校教材
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高校　保育

楽しい子育て支援・保育ビデオ
ほめ上手　叱り上手
良い親子関係をつくりだすほめ方、叱り方とは
どのようなものなのでしょうか。赤ちゃんが生
まれたときからの信頼関係を築く方法を示し
ます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3251〕
■ 高校対象　■ 20 分　■ 2006 年
★ 教育映像祭優秀作品賞

高校　保育

楽しい子育て支援・保育ビデオ
一人でがんばらない
子育ては喜びであるとともに、誰もが不安や
悩みを抱えるものです。地域の中に仲間をつ
くり、楽しい子育ての形をつくりだしていきま
しょう。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3252〕
■ 高校対象　■ 21 分　■ 2006 年

生きる力を育む保育シリーズ　■ DVD-R 4巻セット 240,000 円　㊫ 120,000 円　〔C#2571〕

中学・高校　保育

生きる力を育む保育
心と身体の発達
０歳から６歳まで、子どもはどのような発達
の過程を辿り、生きる力を身に付けていくので
しょうか。歳ごとの発達の様子をドキュメント
します。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2567〕
■ 中学・高校対象　■ 21 分　■ 2003 年
★文部科学省選定

中学・高校　保育

生きる力を育む保育
自発性と意欲
反抗期は子どもの発達過程でどうしても通ら
なければならない過程。こうした反抗期をくぐ
り抜けてこそ、自主性や意欲が身に付いてくる
のです。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2568〕
■ 中学・高校対象　■ 22 分　■ 2003 年
★文部科学省選定

中学・高校　保育

生きる力を育む保育
生活習慣としつけ
子どものしつけは、いつ頃からどのようにして
行えば良いのでしょうか。しつけをする際に何
が大切なのかを探ります。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2569〕
■ 中学・高校対象　■ 20 分　■ 2003 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

中学・高校　保育

生きる力を育む保育
遊びと人とのかかわり
子どもは遊びが仕事。遊ぶことで脳に刺激が
伝わり、鍛えられ、運動神経も発達します。
その過程で大切なのが、人との関わりです。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2570〕
■ 中学・高校対象　■ 21 分　■ 2003 年
★文部科学省選定

■ DVD 各巻 45,000 円 ㊫ 18,000 円 〔C#7499〕
■ DVD ５巻セット 220,000 円 ㊫ 85,000 円
※ 本商品は中学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ DVD ＋ CD-ROM の２枚組セット／ CD-ROM 付き（教材ビデオワークシート【PDF】）
■ 中学対象　■ 2012 年　★文部科学省選定

中学　技術・家庭〔家庭分野〕

技術・家庭 家庭分野　全５巻
Disc1	暮らしとゆたかな食生活１

～暮らしを支える食生活と栄養、食品の選択～ 〔20分〕
Disc2	暮らしとゆたかな食生活２

～調理実習～    〔36分〕
Disc3	暮らしとゆたかな衣生活１	

～衣服の役割と機能、取り扱い～  〔22分〕
Disc4	暮らしとゆたかな住生活

～住まいの役割と安全な生活～  〔18分〕
Disc5	暮らしとゆたかな衣生活２

～生活を豊かにする物をつくろう～  〔17分〕

監修：東京学芸大学附属高等学校 教諭　阿部睦子

■ DVD 各巻 45,000 円 ㊫   18,000 円 〔C#7499〕
■ DVD ６巻セット 260,000 円 ㊫ 100,000 円
※ 本商品は中学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ DVD ＋ CD-ROM の２枚組セット
　 CD-ROM 付き（教材ビデオワークシート PDF／ナレーション原稿 PDF）
■ 中学対象　■ 2012 年　★ 教育映像祭優秀作品賞（Disc3）

中学　技術・家庭〔技術分野〕

技術・家庭 Ｄ 情報に関する技術 全６巻
Disc1　情報とコンピュータ 〔23分〕
Disc2　情報通信ネットワークのしくみと活用 〔19分〕
Disc3　情報モラルと情報技術の活用 〔22分〕
Disc4　マルチメディアで表現しよう	 〔23分〕
Disc5　コンピュータによる計測と制御 〔19分〕
Disc6　プログラムの基本と実践 〔19分〕

監修：江戸川区立小岩第四中学校 校長　阿久津勝利

中学・高校　消費生活

みんなの情報モラルⅠ
アニメーションで学ぶ！ ネット社会のルールとマナー
アニメーションは、ドラマとまとめで構成。
６つの内容が収録されています。
・夢中になりすぎて ・送った写真
・ホントの友だち ・乗っ取られたアカウント
・かくれた情報 ・甘い言葉のかげに

■ DVD 60,000 円　㊫ 27,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き　■中学・高校対象　■ 43 分　■ 2015 年

中学・高校　消費生活

みんなの情報モラルⅢ
アニメーションで学ぶ！ ＳＮＳに潜むリスク
●やさしさの裏に
　知らない人とのやりとり／個人情報の流出 ほか
●失ったもの
　ウソの代償／メッセージの誤送信
●広まるうわさ
　情報の拡散／誇張された噂話
■ DVD 60,000 円　㊫ 27,000 円　〔C#7499〕
■ 字幕版付き　■中学・高校対象　■ 21 分　■ 2017 年
★ 文部科学省特別選定

技
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中学・高校教材 技術・家庭
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中学・高校　消費生活

■ DVD 100,000 円　㊫ 50,000 円　〔C#2145〕
※ 以下の３タイトルが収録されています
■中学・高校対象　■ 2006 年

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩで地球を守ろう
２. 新しい技術が環境を守る

燃料電池自動車、コージェネレーション
システム、バイオマスエネルギーの利用
など、環境問題の解決をめざして、現在
様々な技術開発が行われています。多く
のインタビューを交え、その様子を紹介
していきます。（15 分）

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩで地球を守ろう
１. 地球規模で考える環境

植林活動でノーベル平和賞を受賞したワ
ンガリ・マータイさんと、アルピニストの
野口健さん。環境問題に取り組む二人の
言葉を通して、環境問題を語るキーワー
ド「もったいない」の大切さを訴えかけ
ます。（15 分）　★教育映像祭優秀作品賞

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩで地球を守ろう
３.くらしの工夫が地球を守る 「もったいない」から始めよう

環境問題の原因の多くは、私たち自身の
ライフスタイルにあります。「もったいな
い」を合言葉に、リデュース・リユース・
リサイクルの「３Ｒ」を家庭の中ですぐに
実践するための方法を具体的に示します。

（15 分）

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩで地球を守ろう シリーズ
中学　技術・家庭　消費生活

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0400〕
※ 以下の３タイトルが収録されています　
■中学対象　■ 2011 年　★教育映像祭優秀作品賞

２. 大切に使おう 水・ガス・電気
水・ガス・電気は、私たちの家庭にやって
くる大切な資源です。ちょっとした工夫を
私たちみんなが積み重ねることが、限ら
れた資源の保護につながります。

（13 分）

１. 買い物からはじめよう 環境とのかかわり
環境のことを考えている主婦と普通の中
学生が、スーパーマーケットで買い物くら
べに挑戦。その中から、普段の買い物で
どのような工夫ができるのかを紹介して
いきます。

（12 分）

3. 江戸時代に学ぶ３Ｒ
「ゴミ」というものがほとんどなかったと
言われる、究極の循環型社会・江戸。現
代の３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）
を考えるヒントを、江戸庶民のくらしの中
に探ります。

（11 分）

家庭生活と環境シリーズ

中学・高校　消費生活

資源循環型　環境シリーズ　社会編
持続可能な社会をめざす　循環型社会の構築
循環型社会の構築に向けて取り組む企業、地
方自治体、地域などを紹介し、循環型社会が
どのような社会なのか分かりやすく解説しま
す。

■ DVD-R 78,000 円　㊫ 39,000 円　〔C#3095〕
■ 中学・高校対象　■ 25 分　■ 2003 年
★文部科学省選定

中学　技術・家庭　消費生活

資源循環型　環境シリーズ　学校編
ぼくらのごみゼロ大作戦　リデュース・リユース・リサイクル
循環型社会を構築するには、ごみを出来るだ
け出さず（リデュース）、再利用し（リユース）、
出たごみは出来るだけ資源化して再利用する

（リサイクル）3 Ｒの重要性を訴えます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3096〕
■ 中学対象　■ 18 分　■ 2003 年
★文部科学省選定

中学　技術・家庭　消費生活

資源循環型　環境シリーズ　家庭編
家庭の中の３Ｒ　Re-Style（リ・スタイル）で創る循環型社会
家庭で出来るリデュース、リユース、リサイク
ルの 3 Ｒの実践例を紹介し、リスタイルがど
のようなスタイルなのか分かりやすく描きま
す。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3097〕
■ 中学対象　■ 16 分　■ 2003 年
★文部科学省選定

地球温暖化の仕組みと影響についてひもときな
がら、環境先進国・ドイツが行っている対策や
日本の市民団体の活動を紹介します。温暖化対
策について考えるきっかけとなる教材です。

■ DVD 65,000 円　〔C#7499〕
■ 高校対象　■ 21 分　■ 2016 年
★文部科学省選定

異常気象 地球で今、何が…
地球温暖化対策を考える

高校　消費生活

未来を変えるために今できること…それは
CO2 を減らす正しい選択をすること。日々の
暮らしの中での様々な選択が、地球温暖化に
立ち向かう一歩です。
監修：全国地球温暖化防止活動推進センター

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3642〕
■ 解説書付き
■ 中学・高校対象　■ 23 分　■ 2008 年

中学・高校　消費生活

未来を変えるあなたの選択
ＣＯ2 ダイエット生活

中学・高校　消費生活

放射線について考えてみようシリーズ
放射線の正しい理解
これまで便利なイメージが強かった放射線は、
東京電力福島第一原子力発電所事故により、
恐ろしいものとして印象づけられました。この
作品では、中高校生向けに、放射線の正しい
知識を身につけさせることを目指しています。

■ DVD 60,000 円　㊫ 19,000 円　〔C#7499〕
■ 中学・高校対象　■ 18 分　■ 2013 年

技
術
・
家
庭

技術・家庭中学・高校教材
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国

　語

中学・高校教材　国 語

■ DVD 各巻 34,000 円　㊫ 17,000 円　〔C#7499〕
■ 中学対象　■各巻 15 〜19 分　■ 2007 年　★文部科学省選定

■ DVD 各巻 9,600 円　㊫ 4,800 円　〔C#7499〕
■ 中学・高校対象　■各巻 38 〜 43 分　■ 2002 年

中学　国語

アニメ古典文学館ＤＶＤ 全６巻

古典文学との出会いは何より楽しく、発見や驚きのある面
白いものでなければなりません。本シリーズは、導入期の
子どもたちの古典に対する興味と関心を引き出すことをね
らいとしたアニメーションです。教科書で学習する部分を
中心に、ストーリーや内容などを子どもたちが容易に理解
できるよう描きました。
①竹取物語	 ②枕草子	 ③平家物語
④徒然草	 ⑤おくのほそ道	 ⑥万葉集

中学・高校　国語

平家物語 人物紀行 全５巻

各巻に主要な登場人物をとりあげ、それぞれの生き方を通して当
時の歴史的背景、環境、社会状況等もみすえながら、彼らへの
想いを馳せつつ平家物語を鑑賞していきます。味わい深い朗読と
解説、絵巻等の資料映像、能などの古典芸能、物語にちなむ各
地の実写風景は日本人の郷愁を誘い、平家物語が私たちにとっ
て身近な親しみやすい古典であることを実感できます。
①清盛の光と影	 	 ④源氏のつわものたち
②物語を彩る女性たち	 ⑤平家最期の一日
③悲劇の脇役たち	

■ DVD 各巻 34,000 円
　 ㊫ 17,000 円　〔C#7499〕
■ 中学・高校対象
■ 各 25 分　■ 2014 年　

■ DVD 各巻 34,000 円　㊫ 17,000 円　〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 2018 年　

中学・高校　国語

中学　国語

ビジュアル　古典の背景

アニメ 漢詩・漢文の世界 全４巻

①平安の文化と貴族の世界
「枕草子」や「源氏物語」など宮廷女性による平安文学。当時
の有職故実、住居、衣服をはじめ、人々の自然観や価値観、
生活模様など平安文学の背景を興味深く解説します。

中学校国語科で学ぶ漢詩・漢文の代表的作品をフルアニメーショ
ンで映像化しました。物語や作品の背景などを簡潔にわかりやす
く示し、正確な時代考証はもちろん、アニメーションとしての持
ち味を存分に生かし、時に格調高く、時に楽しく描きます。初め
て漢詩・漢文を学ぶ中学生から「難しそう」というイメージを取
り払い、漢文の世界に純粋に興味を持たせるような内容を心がけ
制作しました。　ナレーション：ＴＡＲＡＫＯ

監修：明治大学 教授　加藤徹

　①故事成語	 〔15分〕
　②漢詩Ⅰ	〜李白・孟浩然〜	 〔13分〕
　③漢詩Ⅱ	〜杜甫・王維〜	 〔16分〕
　④論語	 〔13分〕

②中世の文化と武士・隠者の世界
「平家物語」や「徒然草」、「方丈記」に代表される中世文学。
武士の生きがいや武具、荒廃する社会や自然災害など、中世
文学の舞台を分かりやすい構成で示します。

③近世の文化と庶民の世界
芭蕉、西鶴、近松の三大文豪によって開花した近世文学。元
禄文化を中心に、庶民の生活や貨幣経済、印刷技術、人形浄
瑠璃など、近世文学の舞台を貴重な映像で描きます。
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0244〕
■ 中学対象　■ 25 分　■ 2017 年
★教育映像祭優秀作品賞

中学　ネット関連

親や先生が知らない！
子供防犯スクール　ネット・ＳＮＳトラブル編

ＳＮＳの機能を持ったアプリやネットサービスは、今や子供
達にとっても必要不可欠な存在。しかし便利なはずのツー
ルが援助交際やイジメなど犯罪の芽となっているのも事実
です。トラブルから子供達を守るにはどうしたらいいので
しょうか？ 専門家の先生と一緒に学んでいきましょう‼︎ 
解説：ＩＴジャーナリスト　三上洋
　　　兵庫県立大学環境人間学部 准教授　竹内和雄

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1051〕
■ 指導の手引書付き　■ 中学対象　■ 23 分　■ 2015 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

ドラマとナビゲーターの解説を通して、個人情報の取り扱
い、無料通話アプリや SNS に潜む危険など最新のトピッ
クを取り上げ、スマホの安全な使い方を学んでいきます。
トピック①　個人情報は大丈夫？ とくに写真は要注意！
トピック②　リアルに会うことの危険
トピック③　ネット犯罪の危険
トピック④　誤解からネットいじめへ
監修：兵庫県立大学環境人間学部 准教授　竹内和雄

中学　ネット関連

スマホの安全な使い方教室
気をつけようＳＮＳのトラブルに

ＳＮＳがいじめ、危険ドラッグの温床になってい
ます。いじめや危険ドラッグと SNS の連鎖を断
ち切れるために必要なことを生徒たちが自ら話
し合い、自分たちの未来をつくる大切さを提案
します。
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 中学・高校対象　■ 18 分　■ 2015 年

未来 －ＳＮＳの罠－
中学・高校　ネット関連

ネットに詳しい噺家の柳家三之助さんと二人
の中学生とのやり取りを通じて、ネットのトラ
ブルを防ぎ、ネットを有効に活用していくため
のヒントを提供します。再現ドラマや図表など
も交え、わかりやすく解説しています。
監修：財団法人インターネット協会
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1683〕
■ 中学・高校対象　■ 23 分　■ 2011 年
★教育映像祭優秀作品賞

中学・高校　ネット関連

ネットと上手につき合おう！
ケータイトラブルから身を守る

中学生・高校生の中には、「個人情報」への
認識が不十分なまま、ネットに接していること
がよくあります。この作品では、どのような手
口でパスワードなどの個人情報が盗まれ、悪
用されてしまうのか、わかりやすく解説します。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は中学校・高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 中学・高校対象　■ 20 分　■ 2017 年　★文部科学省選定

中学・高校　ネット関連

インターネットと個人情報
自分自身を守るポイント

携帯電話やメールを悪用した特殊詐欺で、プ
リペイドカード型の「電子マネー」を騙し取ら
れる被害が相次いでいます。この作品では、
どのようなケースで若者が標的にされ、被害
が増大しているのか、実例をもとに解説しま
す。
■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕　■ 字幕版付き　
※ 本商品は中学校・高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 中学・高校対象　■ 19 分　■ 2016 年　★文部科学省選定

中学・高校　ネット関連

「買ってきて！」は詐欺です
若者を狙うプリペイドカード（電子マネー）詐欺

ケータイやパソコンを使う際のルールとマ
ナー、トラブルに遭わないためにはどうすれ
ばいいのか、また遭った時の対応策をドラマ
仕立てでわかりやすく描きます。
監修：財団法人インターネット協会

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0628〕
■ 解説書付き
■ 中学・高校対象　■ 22 分　■ 2008 年　★教育映像祭優秀作品賞

中学・高校　ネット関連

ケータイ・パソコン その使い方で大丈夫？

スマホをしながら歩く、スマホをしながら勉強す
る、スマホをしながら食事をする。あなたの日
常からスマホが奪ったものは時間だけではない
のです。

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 12 分　■ 2016 年

スマホ依存
スマホ依存の恐怖とその対策法

中学　ネット関連

パソコンとインターネットの普及に伴い、匿名性
が高く不特定多数を相手にできるサイバースペー
スを利用した犯罪が増えています。事例をあげ、
危険性を再認識します。

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 50,000 円
■ 中学・高校対象　■ 15 分　■ 2013 年

暮らしに身近なサイバー犯罪
ネットワークに潜む罠

中学・高校　ネット関連

知っておこう
個人情報のトラブル
便利になった環境が『個人情報』の漏洩や滅失
などの事件を発生させ社会問題になっています。
個人情報が流出するとどうなるのか？ 実例と対
策をわかりやすく説明します。

■ DVD 50,000 円　〔C#7499〕
■ 中学・高校対象　■ 12 分　■ 2016 年
★文部科学省選定

中学・高校　ネット関連

中学・高校教材　特別活動

特
別
活
動
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0243〕
■ 中学対象　■ 24 分　■ 2017 年

中学　犯罪被害防止

親や先生が知らない！
子供防犯スクール　連れ去り・誘拐編

子供達を襲う卑劣な犯罪、連れ去り、誘拐。その数は、年々
増加傾向にあり、1 年間に 200 件以上という驚くべきペー
スで起きています。通学路や公園など、ありふれた場所で
起きる脅威から子供達を守るにはどうしたらいいのでしょ
うか？ 専門家の先生が、優しく・楽しく教えてくれる “ 子
供防犯スクール ” で一緒に学んでいきましょう‼︎ 
解説：犯罪学者・立正大学文学部 教授（社会学博士）  小宮信夫

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#1540〕
■ 中学・高校対象　■ 19 分　■ 2014 年
★教育映像祭優秀作品賞

中学・高校　薬物乱用防止

ドラッグの悲劇

危険ドラッグに関する事件や事故が近年急増し、大きな
社会問題となっています。本作品では薬物、特に危険ドラッ
グの危険性、恐ろしさを訴えます。再現ドラマと解説シー
ンで構成し、薬物を拒絶する強い意志を持たせる「動機づ
け」を最大の目的とした内容です。禁断症状、フラッシュバッ
クの激しさをリアルな映像で描き、青少年への危機意識を
惹起します。 監修：星薬科大学 教授　鈴木勉

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2048〕
■ 指導用手引書＋ワークシート付き
■ 中学対象　■ 18 分　■ 2013 年
★文部科学省選定

中学　万引き防止

万引き…
あなたは犯罪者になりたいですか？

「もしも万引きしたら自分や周囲がどうなるか、どういう心
情になるか」を、主人公の中学生の視点から描く、万引き
防止教材です。万引きした結果、家族・友人関係が崩壊し、
更に万引き被害に遭ったお店にどれだけ被害をもたらすか
視聴者に気づかせます。万引きは窃盗罪という許されない
犯罪であることを、中学生に明確に訴えます。
監修：横浜市立上白根中学校 教諭　平野謙

未成年の女性二人の事例をドラマ仕立てで描
き、対比させながら、妊娠や出産に戸惑った
ときには絶対に一人で悩まず、「相談機関に相
談する」「医療機関を訪ねる」ことを強く訴え
ます。
■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は中学校・高校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 中学・高校対象　■ 24 分　■ 2015 年
★社会福祉法人	子どもの虐待防止センター推薦

中学・高校　特別活動

妊娠・出産に戸惑うあなたへ
児童虐待を防ぐ

中学生が犯罪に巻き込まれるケースが後を絶ち
ません。自分の身近に犯罪の危険が潜んでいる
ことを知り、自分で自分を守る強い意志を持つ
ことや、危険を予測して回避する方法を身につ
けることをわかりやすく教えています。
■ DVD 45,000 円　㊫ 18,000 円　〔C#7499〕
※この商品の学校特別価格は大学には適用されません
■ 中学対象　■ 19 分　■ 2013 年　
★文部科学省選定

不審者がいたら、どうする？
自分を守る正しい行動を身につける

中学　犯罪被害防止

「薬物は自分だけでなく家族や周囲の人間まで
苦しめ、依存から抜け出すのは容易ではない」
ことを、薬物体験者自身の説得力を持つ言葉
で、強く訴えかけます。視聴者に他人事では
なく自分のこととして考えさせ、なぜ薬物がい
けないのかを納得させます。
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0990〕
■ 指導用手引書＋ワークシート付き　■ 中学・高校対象
■ 21 分　■ 2010 年　★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

中学・高校　薬物乱用防止

知っていますか薬
ド ラ ッ グ

物の真実　－体験者は警告する－

薬物に関する知識や恐ろしさを伝え、薬物（Ｍ
ＤＭＡ）を勧められたときの断り方を、心の
問題を関連させて考えさせる構成になってい
ます。
監修：埼玉県立越谷総合技術高校 生徒指導主任　長岡邦子
　　　星薬科大学 教授　鈴木勉
■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0534〕
■ 指導用手引書＋ワークシート付き
■ 中学・高校対象　■ 20 分　■ 2005 年　★教育映像祭優秀作品賞

中学・高校　薬物乱用防止

緊急レポート！ ドラッグの罠
蔓延するＭＤＭＡ

万引き、薬物乱用、援助交際、かつあげ、ひっ
たくり、暴力…。どうすれば少年犯罪を減らすこ
とができるのか、再現映像と中学生たちの本音
のディスカッションで考えます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0986〕
■ 中学対象　■ 19 分　■ 2004 年

少年犯罪　君ならどうする
中学　特別活動

特
別
活
動

中学・高校教材 特別活動

たばこは強い依存性があるため、最初から吸
わないことが重要です。この作品は、中学生
向けに、実験映像や図解を交えながら、たば
この害をわかりやすく説明します。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は中学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 中学対象　■ 18 分　■ 2015 年　★文部科学省選定

中学　喫煙防止

たばこの煙 その影響は？
広がる禁煙社会
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 17 分　■ 2017 年

いじめは学校だけの問題。私たち
はどこかでそう思い込んでいない
でしょうか。対策がされながら、
いじめはなくならない。それは、
いじめを学校の中だけで解決しよ
う、できると思い込んでいるから
では？ いじめを学校・家庭・地域・
社会全体の課題として見つめ直し、
いじめ体験がある、いじめをよく
知る大人たちが、児童・生徒・い
じめを抱える子どもたちへ、いじ
め回復への道筋を提言します。

中学　いじめ問題

いじめ回復マニュアル
ー 大人たちから君たちへ ー

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2615〕
■ 指導用手引書付き
■ 中学対象　■ 23 分　■ 2012 年　
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

人気サイト「いじめと戦おう！」に寄せられたいじめ経験
者の生の声を元に、現代の中学生を襲ういじめのメカニズ
ム・なくすためのヒントを描いたドラマ作品です。鑑賞した
生徒が登場人物たちの立場を自分の身に置き換えて考える
事ができます。
原案：ホームページ「いじめと戦おう！ ～対策と克服法～」
監修：玉聞伸啓（ホームページ「いじめと戦おう！」管理人）

中学　いじめ問題

中学生篇 いじめと戦おう！
もしもあの日に戻れたら

いじめには、無視、暴力、掲示板やネットで
の誹謗中傷などがあります。本作品は、それ
らを再現ドラマとして紹介し、対処方法につい
て尾木直樹先生が解説を加えます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 16 分　■ 2010 年

中学　いじめ問題

いじめケース・スタディ
みんなで考えよう

いじめ動画がネット上に公開されるが犯人が
わからない。「本当の犯人は、いじめはやめら
れないとあきらめていた、ぼくらみんなじゃな
いのか…」。ドラマを通じて、中学生の子ども
たちが語り合います。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 17 分　■ 2012 年

中学　いじめ問題

いじめはやめられる！

インターネットがいじめの温床となっていま
す。ネットのいじめは暴力と同じように、被害
者の心に深い傷を与えることを教え、いじめ
について生徒が考え、語り合えるように導き
ます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 19 分　■ 2009 年

中学　いじめ問題

ネットの暴力を許さない
いじめ体験を持つ少女がいじめを止めるため
に何が必要か問いかけます。問いに答えて行
く中で、子どもたちは、傍観者や観衆になっ
てはいけないことに目覚めて行きます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 19 分　■ 2008 年

中学　いじめ問題

いじめから逃げない

中学　いじめ問題

中学生のいじめを考える
被害者・加害者・観衆・傍観者
いじめの四層構造、「被害者」「加害者」「観衆」

「傍観者」。子どもたちにいじめの問題を提起
することで、いじめの要因と構造を自覚させ、
人権を考える契機を与えます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 19 分　■ 2007 年

中学　いじめ問題

直木賞受賞作「ビタミンＦ」より
セッちゃん
高木家は父・雄介、母・和美、娘・加奈子の
３人家族。ある日、加奈子が、いじめにあう

「セッちゃん」という転校生について話しだし
た…。直木賞受賞作の映像化。
原作：重松清（新潮社刊）
出演：近藤芳正ほか
■ DVD-R 90,000 円　㊫ 45,000 円　〔C#4203〕
■ 中学対象　■ 34 分　■ 2004 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

法務省主催・全国中学生人権作文コンテストに
て法務大臣政務官賞を受賞した「いじめのスパ
イラル」をドラマ化。女子中学生がいじめ問題
に直面し、解決していく姿を描きます。

■ DVD 75,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 33 分　■ 2014 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

悩まずアタック！
脱・いじめのスパイラル

中学　いじめ問題

東日本大震災で変わり果てた学校の姿、被災し
た子どもたちのコメントを、被災しなかった中学
生たちが視聴し、いじめがいかに今の生活やい
のちの尊さを忘れて起きているかを自覚する姿
を描いています。
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 15 分　■ 2011 年

いじめなんか、いらない !!
東日本大震災から、私たちは学んだ

中学　いじめ問題

特
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0650〕
■ 字幕版付き／授業ですぐ使えるワークシート付き
■ 中学対象　■ 30 分　■ 2015 年
★教育映像祭優秀作品賞

「このマンガがすごい！2015」第 1 位を実写教材化 !!
原作の「聲の形」（講談社）は、現代の子供のリアルな表
情を描きつつ、「いじめ」や「障害者との共生」などの難
しいテーマを、読者が自然に考える事のできる優れた物語
です。本作は原作の物語を基本に、教材としてのテーマを
付加したドラマ形式の学習教材です。

監修：一般財団法人 全日本ろうあ連盟

中学　いじめ問題／福祉

聲
こ え

の形
かたち

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3397〕
■ 字幕版付き／解説シート付き　■ 中学・高校対象　■ 30 分　■ 2016 年
★	文部科学省特別選定・公益社団法人認知症の人と家族の会推薦
教育映像祭最優秀作品賞

高齢化の進展に伴い、認知症の人が今後さらに増加する
ことが予測されています。一方で、多くの人たちが認知症
に対して知識不足であり、偏見を抱いているのではないで
しょうか。本作品は、認知症によくみられる症状、認知症
の人の思いと家族の気持ちの変化、症状の理解、介護者
の交流の大切さなどを描いたドラマ教材です。認知症につ
いて正しい知識を持ち、認知症の人の視点に立って認知症
への理解を深めることを目的として制作しています。
監修：川崎幸クリニック院長
　　　公益社団法人 認知症の人と家族の会 副代表理事　杉山孝博

中学・高校　福祉

認知症と向き合う

小学校高学年から中学生を対象とした、
認知症を初めて学ぶための教材です。認
知症とは何か、認知症の人とどう接すれ
ば良いのかを、再現ドラマなどを通して、
わかりやすく解説します。正しい基礎知
識をシンプルに伝える、子ども向けに特
化した内容の教材です。

※制作中につき、内容・価格等が変更となる場合があります
■ DVD 50,000 円　㊫ 25,000 円（予価）　〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 14 分（予定）　■ 2018 年７月発売予定

中学　福祉

認知症って、なんですか？

認知症の人に出会ったとき、どのように
接すれば良いのでしょうか。この教材は、
認知症について初めて学ぶ方々を対象と
したものです。認知症とは何かという正し
い知識、そして認知症の人への接し方の
基本。この２つに内容をしぼり、誰にで
もわかりやすく解説していきます。

※制作中につき、内容・価格等が変更となる場合があります
■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円（予価）　〔C#7499〕
■ 字幕版付き
■ 高校対象　■ 19 分（予定）　■ 2018 年７月発売予定

高校　福祉

はじめて認知症の人に接するあなたへ

健常者との接し方や社会生活の中で感じ
る様々な問題点について、障害を持つ人
が自らの視点で語っていきます。障害者
の思いを理解し、接し方や手助けのあり
方を学んでいきます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3093〕
■ 中学・高校対象　■ 20 分　■ 2001 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

中学・高校　福祉

障害者の心

中学・高校　福祉

バリアフリー社会を考えるシリーズ
車いすの人に出会ったら

３人の若者が、車いすの人の手助けや福
祉機器の疑似体験にチャレンジ。車いす
に乗って街に出ると予想以上に大変だと
いうことに気づきます。車いすの押し方、
段差の越え方などを具体的に解説。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#3477〕
■ 中学・高校対象　■ 11 分　■ 2001 年
★文部科学省選定

中学・高校　福祉

バリアフリー社会を考えるシリーズ
目の不自由な人に出会ったら

目の不自由な人が困っていたら、まず、
声をかけて腕・肩を貸すこと。一緒に歩
く方法や信号の渡り方、階段の歩き方、
電車の乗り方などを具体的に学んでいき
ます。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#3478〕
■ 中学・高校対象　■ 11 分　■ 2001 年
★文部科学省選定

中学・高校　福祉

バリアフリー社会を考えるシリーズ
耳の不自由な人に出会ったら

耳栓をして街に出た若者たちは、音が聞
えないことによる危険や不便さを痛感。
耳の不自由な人にとって何よりも強い味
方は、その場に居合わせた人のちょっと
した支援の心だということに気づきます。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#3479〕
■ 中学・高校対象　■ 11 分　■ 2001 年
★文部科学省選定

■ DVD-R 3巻セット 150,000 円　㊫ 75,000 円　〔C#3480〕
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#2000〕
■ 字幕版付き
■ 中学・高校対象　■ 20 分　■ 2017 年　
★全日本交通安全協会推薦

中学生・高校生にとって、便利で楽しい自転車。しかし自
転車は乗り方次第では、大変危険なものになります。自
転車を安全に乗るためには、交通ルールを守ることが何よ
りも大切です。本作品では、ドライブレコーダーや実際の
事故現場の映像、最新のＣＧ映像も交えながら、中学生・
高校生を対象に自転車の交通ルールを分かりやすく解説
し、事故に遭わない、事故を起こさないための、自転車
の安全な乗り方を伝えていきます。

中学・高校　自転車交通安全

守ろう！ 自転車の交通ルール
中学生・高校生の自転車の安全な乗り方

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 中学・高校対象　■ 19 分　■ 2016 年　
★全日本交通安全協会推薦

危険な自転車運転の結末は…。一瞬にして起きる悲劇を、
これまでにない印象的な再現映像で示し、交通ルールの
大切さを中高生の心に深く刻みこみます。平成 27 年 6 月
に施行された自転車運転者講習制度にも触れています。

・自転車運転者講習制度とは？ ・自転車はどこを走るのか？
・一時停止の必要性 ・交差点は要注意
・他にもある、こんな危険 ・こんな乗り方は違反
・事故を起こすと‥‥

中学・高校　自転車交通安全

「知らなかった」では すまされない
中学生・高校生のための自転車交通ルール

中学　自転車交通安全

ドライブレコーダーは見た ! シリーズ
あなたの乗り方、大丈夫 !?　中学生の自転車交通ルール

中学生を対象に「自転車安全利用五則」
を分かりやすく解説。ドライブレコーダー
が収録した衝撃的な映像を通じて、視聴
者に交通事故を疑似体験させながら、加
害者になる例や刑事上・民事上の責任も
紹介し、自転車の安全利用の重要さを訴
えます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#6960〕
■ 中学対象　■ 16 分　■ 2012 年
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

中学　自転車交通安全

ケース・スタディ
中学生の自転車事故

安全不確認による事故、交差点での事故
など、中学生に多い自転車事故の典型例
を取り上げ、スタントで事故を再現。事
故の恐ろしさを深く印象付けるとともに、
事故の原因を分かりやすく解説し、事故
に遭わない、起こさないための安全ポイ
ントを明らかにしていきます。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 18 分　■ 2012 年
★全日本交通安全協会推薦

交通違反しない、事故を起こさない、事
故に遭わないために、自転車の交通ルー
ルとマナー、正しい乗り方や安全な運転
の方法を身近な交通シーンの中で解説。
中学生の自転車通学指導に最適です。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#6679〕
■ 中学対象　■ 20 分　■ 2009 年
★全日本交通安全協会推薦・文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

中学　自転車交通安全

ストップ！ 自転車の危険運転
中学生の事故を防ぐ

中高生に多く見られる「自転車スマホ」は非常に危険です。自転車ス
マホによる事故の事例を基に、その危険性を説明し、自転車を安全
に正しく乗るためのルールを確認します。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は中学校・高等学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 中学・高校対象　■ 18 分　■ 2016 年
★日本交通安全教育普及協会推薦

中学・高校　自転車交通安全

その自転車の運転 危険です！
交通事故を検証する
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■ DVD 各巻 55,000 円 ㊫ 25,000 円　〔C#7499〕
■ DVD ３巻セット 160,000 円 ㊫ 70,000 円
※ 本商品は中学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 中学対象　■ 2012 年　★文部科学省選定

中学　進路指導

高校入試面接対策シリーズ 全３巻

自己 PR 書の書き方から、面接での礼儀作法や、姿勢の
マナー、そして自己プレゼンテーションの仕方まで、面接
に必要なポイントをもれなく捉えています。
①自己 PRの書き方は…	 〔20分〕
②面接マナーの基本を身につける	 〔18分〕
③自己プレゼンテーションとは	 〔20分〕

■ DVD 各巻 19,000 円 ㊫ 9,500 円　〔C#7499〕
■ DVD ３巻セット 57,000 円 ㊫ 28,500 円
■ 中学対象　■各巻 15 分　■ 2012 年

中学　進路指導

決定版！ 高校入試面接攻略 DVD 全３巻

「緊張してうまく話すことができない…」「何を聞かれるのか
不安…」初めて面接を前にした中学生たちはそんな不安で
いっぱいです。そんな不安を解消するために、面接試験の
流れやマナー、よく聞かれる質問などに焦点を絞りました。
第 1巻　面接にそなえて
第 2巻　面接の攻略法
第 3巻　面接攻略シミュレーション

中学　進路指導

親子で考えよう
中学生からの進路
中学３年間を通して行われる進路学習について、中学生とその母親と
の会話を通して見ていきます。自分の将来は自分の意思と責任で選択
していくものであることを訴えます。

監修：財団法人日本進路指導協会 理事　高野安弘

■ DVD 55,000 円　㊫ 25,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は中学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 中学対象　■ 22 分　■ 2012 年

高校　進路指導

大学進学シリーズ

第１巻　大学選びのポイント 基本編
将来の職業を決めている生徒と、まだ進路が漠然としている生徒が、
周囲からの助言を基に調べて動いて将来に対して真剣に考えるドラマ
形式の映像コンテンツです。

第２巻　大学選びのポイント　Ｑ＆Ａ編
大学進学に伴うさまざまな不安や悩み、疑問点にＱ＆Ａ方式で大学
生、社会人が答えます。

■ DVD 各巻 28,000 円 〔C#7499〕
■ DVD ２巻セット 56,000 円
■ 進路指導のポイント解説シート・進路選びに役立つ書籍一覧付き
■ 高校対象　■各巻 25 分　■ 2011 年
※ 本商品は館外貸出が認められていません

高校入試で重視される傾向にある面接。その準
備や対策が合格の鍵となります。面接の目的か
ら面接の望ましい受け方まで、受験生に分かり
やすく説明します。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0975〕
■ 中学対象　■ 20 分　■ 2001 年　

新・高校入試 面接の受け方
自分をＰＲできますか？

中学　進路指導

■ DVD 3巻セット 160,000 円 ㊫ 70,000 円
※ 本シリーズは中学校にのみ学校特別価格が適用されます

生き方を学ぶ職場体験 全３巻
本作品は、職場体験を通して、働く（仕事）ことの喜びや厳しさ、
社会で生きるためのモラルやマナーなどを学ぶことにより、学校
で学んでいる知識や技術・技能の大切さを理解し、これからの
上級学校の進路選択に活かしていけるよう企図するものです。
監修：公益財団法人日本進路指導協会 理事　高野安弘

中学　進路指導

中学校で多く実施されている「職業体験」。こ
の作品はその「事前学習編」として、自分が
どんな職業に興味を持ち、どんな目的を持っ
て体験したいのかを明確にする方法や、事前
訪問や打ち合わせの方法など、具体的に説明
していきます。
■ DVD 55,000 円　㊫ 25,000 円　〔C#7499〕
■ CD-ROM（指導のポイントと解説）付き
■ 中学対象　■ 19 分　■ 2017 年

生き方を学ぶ職場体験　第１巻　事前学習編

中学校で多く実施されている「職業体験」。こ
の作品はその本番である「体験学習編」として、
実際にある小学校で行われた体験学習の様子
を追いながら、職業体験当日の具体的な流れ
を説明していきます。

■ DVD 55,000 円　㊫ 25,000 円　〔C#7499〕
■ CD-ROM（指導のポイントと解説）付き
■ 中学対象　■ 26 分　■ 2017 年

生き方を学ぶ職場体験　第２巻　体験学習編
中学校で多く実施されている「職業体験」。こ
の作品はその「事後学習編」として、職業体
験後に行うこと（体験のふりかえり、お礼の手
紙の書き方、報告書の作成と発表）の方法を
説明し、事業所の方たちの声も紹介します。

■ DVD 55,000 円　㊫ 25,000 円　〔C#7499〕
■ CD-ROM（指導のポイントと解説）付き
■ 中学対象　■ 16 分　■ 2017 年

生き方を学ぶ職場体験　第３巻　事後学習編

特
別
活
動

中学・高校教材 特別活動
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※制作中につき、内容・価格等が変更となる場合があります
■ DVD 50,000 円　㊫ 25,000 円（予価）　〔C#7499〕
■ 中学対象　■ 14 分（予定）　■ 2018 年７月発売予定

小学校高学年から中学生を対象とした、認知症を初めて
学ぶための教材です。認知症になるとどうなるの？ 何度
も同じことを聞かれたらどうすればいいの？ ‥‥そうした
疑問に答えるかたちで、認知症とは何か、認知症の人とど
う接すれば良いのかを、再現ドラマなどを通して、わかり
やすく解説します。正しい基礎知識をシンプルに伝える、
子ども向けに特化した内容の教材です。
監修：川崎幸クリニック院長
　　　公益社団法人 認知症の人と家族の会 副代表理事
　　　杉山孝博

中学　福祉

認知症って、なんですか？
国内で初めて原子力災害を経験した福島
県。漁業と海の街の苦難は大きなもので
した。災害とどう向き合い、新しい街づ
くりに取り組んだか。人々の体験から、
原子力災害がもたらす復興の難しさと回
復の指針を示します。

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■中学・高校対象　■ 16 分　■ 2018 年 5 月発売予定

中学・高校　総合

海を取り返す ー原子力災害と向き合うー

「なぜ日本は戦争を止められなかったのか」ーこ
うした疑問を持った中学３年生の女の子が、戦
争体験者の曽祖父や、元特攻隊員、元兵士から
話を聞き出しながら、戦争拡大の足跡を資料映
像で辿っていく作品です。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は中学校・高等学校にのみ
　 学校特別価格が適用されます
■ 字幕版付き　■中学・高校対象
■ 28 分　■ 2017 年　★教育映像祭優秀作品賞

涙に浮かぶ記憶
戦争を次世代へ伝えて

中学・高校　平和

中学・高校　福祉

バリアフリー社会を考えるシリーズ
車いすの人に出会ったら

３人の若者が、車いすの人の手助けや福
祉機器の疑似体験にチャレンジ。車いす
に乗って街に出ると予想以上に大変だと
いうことに気づきます。車いすの押し方、
段差の越え方などを具体的に解説。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#3477〕
■中学・高校対象　■ 11 分　■ 2001 年
★文部科学省選定

中学・高校　福祉

バリアフリー社会を考えるシリーズ
目の不自由な人に出会ったら

目の不自由な人が困っていたら、まず、
声をかけて腕・肩を貸すこと。一緒に歩
く方法や信号の渡り方、階段の歩き方、
電車の乗り方などを具体的に学んでいき
ます。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#3478〕
■中学・高校対象　■ 11 分　■ 2001 年
★文部科学省選定

中学・高校　福祉

バリアフリー社会を考えるシリーズ
耳の不自由な人に出会ったら

耳栓をして街に出た若者たちは、音が聞
えないことによる危険や不便さを痛感。
耳の不自由な人にとって何よりも強い味
方は、その場に居合わせた人のちょっと
した支援の心だということに気づきます。

■ DVD-R 56,000 円　㊫ 28,000 円　〔C#3479〕
■中学・高校対象　■ 11 分　■ 2001 年
★文部科学省選定

■ DVD-R 3巻セット 150,000 円　㊫ 75,000 円　〔C#3480〕

健常者との接し方や社会生活の中で感じ
る様々な問題点について、障害を持つ人
が自らの視点で語っていきます。障害者
の思いを理解し、接し方や手助けのあり
方を学んでいきます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3093〕
■中学・高校対象　■ 20 分　■ 2001 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

中学・高校　福祉

障害者の心

中学・高校　平和

アフガニスタン難民
いまを生きる女性たち

パキスタン国内のアフガニスタン難民
キャンプで 1999 年から 2002 年にかけ
てそこに生活する難民の女性たちのいま
を取材しました。

■ DVD-R 30,000 円　㊫ 15,000 円　〔C#2548〕
■中学・高校対象　■ 20 分　■ 2003 年
★文部科学省選定

中学・高校　平和

アフガニスタン難民
平和を知らない子どもたち

パキスタン国内のアフガニスタン難民
キャンプで 1999 年から 2002 年にかけ
てそこに生活する難民の子どもたちを取
材しました。

■ DVD-R 30,000 円　㊫ 15,000 円　〔C#2547〕
■中学・高校対象　■ 18 分　■ 2002 年
★文部科学省選定

総
合
的
な
学
習
の
時
間

中学・高校教材　総合的な学習の時間
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な
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間

総合的な
学習の時間中学・高校教材

環境のことを考えている主婦と普通の
中学生が、スーパーマーケットで買い物
くらべに挑戦。その中から、普段の買
い物でどのような工夫ができるのかを
紹介していきます。

（12 分）

１. 買い物からはじめよう 環境とのかかわり

「ゴミ」というものがほとんどなかった
と言われる、究極の循環型社会・江戸。
現代の３Ｒ（リデュース・リユース・リサ
イクル）を考えるヒントを、江戸庶民の
くらしの中に探ります。

（11 分）

3. 江戸時代に学ぶ３Ｒ

水・ガス・電気は、私たちの家庭にやっ
てくる大切な資源です。ちょっとした工
夫を私たちみんなが積み重ねることが、
限られた資源の保護につながります。

（13 分）

２. 大切に使おう 水・ガス・電気

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0400〕
■ 中学対象　■ 2011 年
★教育映像祭優秀作品賞

中学　環境

家庭生活と環境シリーズ
環境を守るために私たちには何ができるのでしょうか。

「身近な家庭生活の中でできる行動」にテーマを絞り、
どんな工夫ができるのかを分かりやすく紹介していきま
す。中学技術・家庭科向けの教材として構成しています
が、一般の方にも十分視聴いただける内容です。

監修：東京福祉大学教育学部 教授　橋本由愛子

※ 1枚のＤＶＤに以下の 3 タイトルが収録されています。
１．「買い物からはじめよう　環境とのかかわり」
２．「大切に使おう 水・ガス・電気」
３．「江戸時代に学ぶ３Ｒ」

中学・高校　環境

■ DVD 100,000 円　㊫ 50,000 円　〔C#2145〕
※ 以下の３タイトルが収録されています　■ 中学・高校対象　■ 2006 年

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩで地球を守ろう
２. 新しい技術が環境を守る

燃料電池自動車、コージェネレーション
システム、バイオマスエネルギーの利用
など、環境問題の解決をめざして、現在
様々な技術開発が行われています。多く
のインタビューを交え、その様子を紹介
していきます。

（15 分）

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩで地球を守ろう
１. 地球規模で考える環境

植林活動でノーベル平和賞を受賞したワ
ンガリ・マータイさんと、アルピニストの
野口健さん。環境問題に取り組む二人の
言葉を通して、環境問題を語るキーワー
ド「もったいない」の大切さを訴えかけ
ます。

（15 分）　★教育映像祭優秀作品賞

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩで地球を守ろう
３.くらしの工夫が地球を守る 「もったいない」から始めよう

環境問題の原因の多くは、私たち自身の
ライフスタイルにあります。「もったいな
い」を合言葉に、リデュース・リユース・
リサイクルの「３Ｒ」を家庭の中ですぐに
実践するための方法を具体的に示します。

（15 分）

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩで
地球を守ろう シリーズ

「もったいない」は日本が世界に誇れる美しい精神です。
MOTTAINAI を世界に発信したノーベル平和賞受賞者ワ
ンガリ・マータイさんとともに、地球環境を考えていきます。
監修：毎日新聞社 科学環境部

中学・高校　環境

資源循環型　環境シリーズ　社会編
持続可能な社会をめざす　循環型社会の構築

循環型社会の構築に向けて取り組む企
業、地方自治体、地域などを紹介し、循
環型社会がどのような社会なのか分かり
やすく解説します。

■ DVD-R 78,000 円　㊫ 39,000 円　〔C#3095〕
■ 中学・高校対象　■ 25 分　■ 2003 年
★文部科学省選定

中学　環境

資源循環型　環境シリーズ　家庭編
家庭の中の３Ｒ　Re-Style（リ・スタイル）で創る循環型社会

家庭で出来るリデュース、リユース、リサ
イクルの 3 Ｒの実践例を紹介し、リスタ
イルがどのようなスタイルなのか分かりや
すく描きます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3097〕
■ 中学対象　■ 16 分　■ 2003 年
★文部科学省選定

中学　環境

資源循環型　環境シリーズ　学校編
ぼくらのごみゼロ大作戦　リデュース・リユース・リサイクル

循環型社会を構築するには、ごみを出来
るだけ出さず（リデュース）、再利用し（リ
ユース）、出たごみは出来るだけ資源化し
て再利用する（リサイクル）3 Ｒの重要性
を訴えます。

■ DVD-R 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#3096〕
■ 中学対象　■ 18 分　■ 2003 年
★文部科学省選定
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■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0244〕
■ 25 分　■ 2017 年
★教育映像祭優秀作品賞

家族や友達と気軽にコミュニケーションがとれるＳＮＳの
機能を持った様々なアプリやネットサービスは、今や子供
達にとっても必要不可欠な存在となっています。しかしそ
の一方で、便利なはずのツールが援助交際やイジメなど犯
罪の芽となっているのも事実です。ネットやＳＮＳにまつわ
るトラブルから子供達を守るにはどうしたらいいのでしょ
うか？ 専門家の先生が、優しく・楽しく教えてくれる “ 子
供防犯スクール ” で一緒に学んでいきましょう‼︎ 
解説：ＩＴジャーナリスト　三上洋
　　　兵庫県立大学環境人間学部 准教授　竹内和雄

教員向け映像教材

親や先生が知らない！
子供防犯スクール　ネット・ＳＮＳトラブル編

■ DVD 66,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#0070〕
■ 指導用手引書付き
■ 中学校保健体育科教員向け　■ 40 分　■ 2012 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

中学校男女武道必修化に対応した、保健体育科教員向け
の映像教材です。柔道で起こりうる脳損傷や、事故の対
策を示した上で、生徒にけがをさせない指導法を解説して
いきます。
　監修：公益財団法人 全日本柔道連盟
　　　　指導者養成プロジェクト特別委員会
　　　　武道必修化対策チーム委員
　　　　千葉大学教育学部附属中学校 教諭　渡辺冬花
医事監修：神奈川県立足柄上病院
　　　　脳神経外科部長　野地雅人

教員向け映像教材

安全な柔道の授業づくり

■ DVD 40,000 円　㊫ 20,000 円　〔C#6390〕
■ 授業で使える音楽ＣＤ付き
■ 中学校保健体育科教員向け　■ 83 分　■ 2013 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

必修化を受け、ダンス未経験
の教員でも授業にすぐ活用で
きる指導者向けＤＶＤです。教
員自身のダンス技術を高める
ことはもちろん、実際の授業
で想定される様々な指導の場
面での具体的な活用の仕方を
学ぶことができます。

監修：仙台大学 助教
　　　山梨雅枝

現代的なリズムのダンスの教え方
生徒の ｢自由｣ を引き出す ｢カタチ｣

教員向け映像教材

「合理的配慮」について、人権・差別の
観点からわかりやすく解説し、正しい理
解を促します。その上で、様々な特性・
症状を持った障害児たちが生き生きと学
校生活を送るために、どのような配慮を
すればよいか、具体例で示します。

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品の学校特別価格は小学校・中学校・高校のみに適用されます
■ 20 分　■ 2016 年
★文部科学省選定

教員向け映像教材

合理的配慮の実践法
障害のある者、ない者が共に学ぶ

不登校について、教師として知っておきたい対応
法とヒントを、シンプル・ストレート・コンパク
トに、Ｑ＆Ａのスタイルで紹介します。

■ DVD-R 30,000 円　㊫ 15,000 円
　〔C#0532〕
■ 22 分　■ 2003 年
★文部科学省選定

教師のための 不登校Ｑ＆Ａ
子どもの心と向き合うために

教員向け映像教材

自身によるセルフケア、同僚の教員によ
る相互ケア、校長・教頭によるラインケア
と、メンタルヘルスで求められる３つのケ
アに対応した構成。ケースドラマを中心
にして解説を加えています。
第１巻　上手なセルフケアのヒント	 （23分）
第２巻　同僚のＳＯＳには相互ケア	 （19分）
第３巻　働きやすい職場をつくるラインケア	（21分）

■ DVD 各巻 30,000 円　〔C#7499〕
■ 2012 年

教員向け映像教材

教員のためのメンタルヘルス 全３巻

校長先生が自ら実践した「構成的グループエン
カウンター」のレクチャーとエクササイズを収録。
教師間、教師と保護者、保護者間でエンカウン
ターを行うことでお互いのこころの距離が縮まり
ます。安心して楽しい学校生活を！
監修・出演：東星学園 前校長 加勇田修士
　　　　　　東星学園 校長 大矢正則

■ DVD 28,000 円　㊫ 14,000 円　〔C#7499〕
■ 120 分　■ 2016 年

教員向け映像教材

役に立つ！
校長先生のエンカウンター

教
員
向
け
映
像
教
材

教員向け映像教材
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ヨコミネ式教育法は ｢自立｣ を目的とし、
｢読み・書き・計算・体操・音楽｣ を通
じて ｢学ぶ力｣・｢体の力｣・｢心の力｣ を
つけさせ生まれ持っている ｢可能性｣ を
最大限に引き出す指導をおこなっていま
す。その中で子どもたちにたくさんの経
験をさせ、子どもたち自身がそれを乗り
越えて成長していく姿と ｢どんな子ども
でもやればできる｣ ことを知ってもらう
ことを目的に制作されました。
①子どもの本当の力を引き出すには	〔約 30 分〕
②子どもは挑戦したくてたまらない	〔約 20 分〕

■ DVD 各巻 60,000 円 〔C#7499〕
■ DVD ２巻セット 100,000 円 
■ 2015 年

教員向け映像教材

やる気にさせる教育法
輝く子どもたち 全２巻 幼稚園教員や保育所保育士、それを目指す学

生のための研修教材です。幼児を理解する力
や指導力を高めることを目的として、わかりや
すく構成されています。

■ DVD-R 54,000 円　㊫ 27,000 円　〔C#1395〕
■ 21 分　■ 2005 年
★文部科学省選定

教員向け映像教材

チケットつくってきたんだけど
ふくらむイメージ・支える教師

児童の主体的な活動を通して、数量や図形に
ついての意味を理解したり、考える力を高めた
りすること‥‥「算数的活動」という観点から、
算数科の指導のヒントとなる様々なアイデア
を提案します。

■ DVD-R 54,000 円　㊫ 27,000 円　〔C#6518〕
■ 22 分　■ 2000 年
★文部省選定・教育映像祭優秀作品賞

教員向け映像教材

算数　すきになれるかな
算数的活動

東日本大震災での事例から、小学校での防災
指導を学びます。児童自身の高い防災意識と、
日頃から繰り返し行っていた防災訓練が、命
を守る決め手となったことを訴えていきます。

（小学校指導者・保護者向け）

■ DVD 65,000 円　㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
※ 本商品は小学校にのみ学校特別価格が適用されます
■ 23 分　■ 2014 年　★文部科学省選定

教員向け映像教材

グラッときたら！
〜教職員の指示と児童の行動〜

2013 年にオランダ取材を行った「教育先進国レポート」の DVD が
完成。自立心を育む環境の整った保育園、オランダの教育を支える
教育サポートセンターなど、いま最先端の海外教育情報が盛りだくさ
んです。
監修・出演：オランダ教育・社会研究家 リヒテルズ直子

■ DVD 30,000 円　〔C#7499〕
■ 79 分　■ 2013 年

教員向け映像教材

教育先進国リポート オランダ 入門編
子どもの幸福度世界一に迫る！

高校を舞台に内申書への虚偽記載、セクハラ、横領、個人情報漏洩、
著作権法違反等の事例を通して、コンプライアンスの重要性を解説
する高校教員向け研修用コンテンツです。

■ DVD 28,000 円　〔C#7499〕
■ 22 分　■ 2011 年
※ 本商品は館外貸出が認められていません

教員向け映像教材

スクール・コンプライアンス
第３巻　高校編

子どものうつ病に着目し、その早期発見と対策方法について解説しま
す。子どものうつ病防止には、子どもの身近にいる教師・保護者がう
つ病についての正しい知識を身につけ、正しい対処法を行うことが重
要であることを訴えます。

■ DVD 65,000 円 ㊫ 33,000 円　〔C#7499〕
■ VHS 65,000 円 ㊫ 33,000 円
■ 23 分　■ 2011 年
※この商品の学校特別価格は幼稚園、大学には適用されません

教員向け映像教材

悩む子どもの話を聞こう
子どものうつ病と自殺対策

■ DVD １巻 20,000 円 ２巻 15,000 円 ３巻 20,000 円
 ４巻 25,000 円 ５巻 30,000 円 ６巻 50,000 円　〔C#7499〕
■ テキスト（全巻）／ロールプレイング用名札（2 〜５巻）付き
■ 各巻 20 〜 25 分　■ 2012 年

教員向け映像教材

教員のための
保護者対応力向上シリーズ 全６巻
保護者対応の基本が身につき
多くの事例を基にしたディス
カッションとロールプレイング
で保護者対応力が向上する教
員研修用ＤＶＤ。

第１巻　保護者対応の基本（小中高校に対応）
第２巻　保育園・幼稚園編
第３巻　小学校編
第４巻　中学校編
第５巻　高校編
第６巻　対応の難しいケース編

教員向け映像教材

教
員
向
け
映
像
教
材
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友だちとの関わりや相手の気持ちを考え
ることの大切さ、いじめをなくすためにお
互いに認め合い、本音で話せる関係づく
りなど、いじめに立ち向かう勇気の大切
さを訴えかけるドラマ作品です。

■ DVD 60,000 円　㊫ 30,000 円　〔C#7499〕　字幕版付き
■ VHS 60,000 円　㊫ 30,000 円　字幕版あり
■ 27 分　■ 2007 年

児童劇

ありったけの勇気

小川未明文学賞大賞受賞の「ぼくって弱
虫」（北岡克子作）の映画化作品。気が
弱いのに都合の悪いことは他人のせいに
してしまうヤスオはいじめにあい不登校
に‥‥。大阪天満に住む漫才一家の泣き
笑いを爽やかな感動で描きます。
出演：宮崎美子　生瀬勝久

■ DVD-R 110,000 円　㊫ 55,000 円　〔C#4078〕
■ 41 分　■ 1999 年
★文部省選定・教育映像祭最優秀作品賞

児童劇

お母ん、ぼく泣かへんで

女手ひとつで４人の子どもを育てるお勝。
そんなお勝の家の金を狙って勇吉が強盗
に入った。勇吉を引き止め、一緒に暮ら
すことになるが‥‥。

■ DVD-R 50,000 円
■ VHS 50,000 円　〔C#7499〕
■ 60 分　■ 2000 年

児童劇

かあちゃん

実話に基づくこの映画は、急性白血病の
ため７歳で亡くなった新潟県中条町の丹
後光祐くんと家族の愛情の物語です。光
祐くんの残したアサガオの種は、命の贈
り物となって思いやりの輪を広げていきま
す。
出演：紺野美沙子

■ DVD-R 110,000 円　㊫ 55,000 円　〔C#4024〕
■ 36 分　■ 2000 年
★文部省選定・教育映像祭最優秀作品賞・優秀映画鑑賞会推薦

児童劇

いのちのあさがお

おじいちゃんと一緒に暮らすようになった
孫娘。初めは大嫌いだったおじいちゃん
だけど‥‥。思いやりを身に付けながら成
長していく少女の心情を美しく描きます。

■ DVD-R 100,000 円　㊫ 50,000 円　〔C#4199〕
■ 35 分　■ 1997 年
★文部省選定・教育映像祭最優秀作品賞

児童劇

すばらしい私のおじいちゃん

生まれながら前脚が不自由なラブラドー
ル・レトリバー犬のギブと、その飼い主一
家の愛と勇気の実話を元にして描く感動
の物語。思いやりの大切さ、命の尊さを
訴えます。

■ DVD-R 110,000 円　㊫ 55,000 円　〔C#4190〕
■ 39 分　■ 2002 年
★文部科学省選定・教育映像祭最優秀作品賞

児童劇

身障犬ギブのおくりもの

養護学校のクラスメイトの美雪は、兄の結婚式
に出られなかった。それ以来元気のない美雪を
横目に、たけしは姉の結婚式を楽しみに待って
いた。ところがたけしにも同じ問題が持ち上がっ
て‥‥。ワシントンポスト・マーチに乗せて、心
の動きを感動的に描きます。

■ DVD-R 110,000 円　㊫ 55,000 円
　〔C#4440〕
■ 40 分　■ 2000 年
★文部省特別選定・教育映像祭最優秀作品賞

ワシントンポスト・マーチ
児童劇

数の計算もできず、字も書けず、言葉もはっきり
しないダウン症の少女は、それでも福祉作業所
で働き、懸命に生きています。そんな彼女を励
ます弟と家族の心温まる物語を通して、「ともに
生きる」という問題について考えます。
原作：丘修三「ぼくのお姉さん」（偕成社）

■ DVD-R 100,000 円　㊫ 50,000 円
　〔C#4335〕
■ 36 分　■ 1998 年
★文部省特別選定・教育映像祭優秀作品賞

ぼくのお姉さん
児童劇

■ DVD-R 90,000 円　㊫ 45,000 円　〔C#4203〕
■ 34 分　■ 2004 年
★文部科学省選定・教育映像祭優秀作品賞

ヒラギノ丸ゴ Pro W4

直木賞受賞作「ビタミンＦ」より　セッちゃん
高木家は父・雄介、母・和美、娘・加奈子の３人家族。ある日、
加奈子が、いじめにあう「セッちゃん」という転校生について
話しだした…。直木賞受賞作の映像化。
原作：重松清（新潮社刊）
出演：近藤芳正ほか

児童劇

児

　童

　劇

児童劇
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児童劇

児
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【数字／アルファベット】
10 ぴきのかえる① …………………………………………………… 68 
10 ぴきのかえる② …………………………………………………… 68 
１ねん１くみ １ばんげんき …………………………………… 66, 90 
１ねん１くみ １ばんでっかい！ ……………………………… 66, 90 
１ねん１くみ １ばんゆうき …………………………………… 66, 90 
１ねん１くみ １ばんワル ……………………………………… 66, 90 
１ねん１くみシリーズ…………………………………………… 66, 90 
365 日のシンプルライフ …………………………………………… 70 
52 歳の立場宣言 ……………………………………………………… 17 
An die Freude −歓喜を歌う ………………………………………… 71 
ＡＮＧＥＬ……………………………………………………………… 71 

（新版）Born to be Loved 2 ……………………………………… 41 
ＣＳＲって何ですか？………………………………………………… 57 
ＤＶＤ小学理科 DISC1 ３年 ………………………………………… 81 
ＤＶＤ小学理科 DISC2 ４年 ………………………………………… 81 
ＤＶＤ小学理科 DISC3 ５年① ……………………………………… 81 
ＤＶＤ小学理科 DISC4 ５年② ……………………………………… 82 
ＤＶＤ小学理科 DISC5 ６年① ……………………………………… 82 
ＤＶＤ小学理科 DISC6 ６年② ……………………………………… 82 
ＤＶＤ小学理科 DISC7 物質・エネルギーの実験 ………………… 83 
ＤＶＤ小学理科　全７巻……………………………………… 81 ～ 83 
Eternal Return いのちを継ぐもの ………………………………… 70 
imagination　想う つながる 一歩ふみだす …………………………6 
Meet the ヒューマン ライツ …………………………………………7 
ＭＯＴＴＡＩＮＡＩで地球を守ろうシリーズ………… 51, 121, 130 
ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ もったいない ………………………………… 61 
ＮＩＴＡＢＯＨ…………………………………………………… 62, 71 
ＰＴＧ　子どもの心の回復…………………………………………… 42 

（みんなの情報モラルⅢ）ＳＮＳに潜むリスク ………………… 120 
Voice!!!　人権の教室 ……………………………………………………6 

【あ】
アイ・コンタクト……………………………………………………… 71 
相次ぐ 高齢者住宅火災 ……………………………………………… 32 
相手の動きを予測し危険を回避する！……………………………… 25 
青空球児・好児のお年寄りの安全生活術
　だまされるな！ 振り込め詐欺・悪質商法 ………………… 37, 40, 47 
青空球児・好児のお年寄りの安全生活術
　防ごう！ 家庭内・外出時の事故 ………………………………… 47 
赤いカーネーション…………………………………………………… 65 
赤ずきんちゃんと学ぼう！ 交通ルール …………………… 20, 100 
秋のころ………………………………………………………………… 83 
あした元気になあれ…………………………………………………… 17 
あした咲く…………………………………………………………………8 
あしたも ともだち ……………………………………………… 66, 90 
あすなろを生きる……………………………………………………… 17 
明日への伝言…………………………………………………………… 30 
遊びと人とのかかわり………………………………………… 41, 120 
あたたかい心でしんせつにする………………………………… 66, 90 
あたたかい土地のくらし……………………………………………… 78 
あたたかい眼差しを…………………………………………………… 43 
新しい学問を開いた人々……………………………………………… 79 
新しい風………………………………………………………………… 72 
新しい技術が環境を守る………………………………… 51, 121, 130 
新しい日本の出発……………………………………………………… 78 
圧雪路と凍結路………………………………………………………… 26 
阿藤快の あっ、と撃退！ 悪質商法 ……………………… 37, 40, 47 

あなたに伝えたいこと……………………………………………………8 
あなたの運転 再チェック！ ………………………………………… 25 
あなたの体は誰のもの？…………………………………………… 116 
あなたの更年期 どう過ごす？ ……………………………………… 48 

（ドライブレコーダーは見た！）あなたの乗り方、大丈夫 !? …… 19, 127 
あなたの偏見、わたしの差別……………………………………………6 
アニメ 漢詩・漢文の世界　全４巻 ……………………………… 122 
アニメ 古典文学館ＤＶＤ　全６巻 ……………………………… 122 
あの空の向こうに…………………………………………………………9 
あの時『ボク』は 自転車で… ……………………………… 18, 102 
アフガニスタン難民シリーズ………………………………… 50, 129 
アフガニスタン・パグマン村の物語シリーズ…………… 50, 62, 94 
危ない！ そこに歩行者が！ ………………………………………… 22 
アメリカ合衆国の誕生……………………………………………… 108 
アラジンと魔法のランプの交通安全………………………… 21, 101 
新たなステージへ……………………………………………………… 56 
ありがとう……………………………………………………………… 87 
ありったけの勇気……………………………………………87, 97, 133 
ありのまま生きる……………………………………………………… 17 
ある死亡事故の報告…………………………………………………… 24 
アルトリコーダーの基礎……………………………………………… 96 
あんじゅとずしおう…………………………………………………… 64 
安全なくらしを守るために…………………………………………… 78 
安全な柔道の授業づくり……………………………………… 117, 131 
安全に楽しく学ぼう 保健体育 柔道 ……………………………… 117 
An die Freude −歓喜を歌う ………………………………………… 71 

【い】
いいこと考えた………………………………………………………… 96 
いいとこみつけた……………………………………………………… 96 
生き方を学ぶ職場体験　全３巻…………………………………… 128 
生きた童話を届けたい………………………………………………… 17 
生きてます、15 歳。 ………………………………………62, 88, 114 
イギリス議会の歴史………………………………………………… 108 
イギリスの産業革命………………………………………………… 108 
生きること死ぬこと…………………………………………… 45, 114 
生きる力を育む性教育シリーズ……………………………………… 92 
生きる力をはぐくむ　歯・口の健康シリーズ……………………… 92
生きる力を育む保育シリーズ………………………………… 41, 120 
いざというときの応急手当…………………………………………… 32 
いじめ回復マニュアル………………………………………6, 113, 125 
いじめから逃げない………………………………………………… 125 
いじめケース・スタディ…………………………………………… 125 
いじめ脱却マニュアル………………………………………………… 42 

（小学生篇）いじめと戦おう！ 私たちにできること ………… 9, 86, 97 
（中学生篇）いじめと戦おう！ もしもあの日に戻れたら …9, 114, 125
いじめなんか、いらない !! …………………………………… 114, 125 
いじめはゼッタイわるい！……………………………………… 60, 97 
いじめはやめられる！………………………………………… 114, 125 
異常気象 地球で今、何が… ………………………………… 52, 121 
イスラムの信仰と生活……………………………………………… 108 
１ねん１くみ １ばんげんき …………………………………… 66, 90 
１ねん１くみ １ばんでっかい！ ……………………………… 66, 90 
１ねん１くみ １ばんゆうき …………………………………… 66, 90 
１ねん１くみ １ばんワル ……………………………………… 66, 90 
１ねん１くみシリーズ…………………………………………… 66, 90 
市場を見てみよう……………………………………………………… 75 
一秒のミス 心のミス ………………………………………………… 26 

さ
く
い
ん

さくいん
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一心太助と彦左のお年寄りの交通安全……………………………… 28 
いつまでも 安全運転を！ …………………………………………… 27 
いつも一緒に………………………………………………………… 114 
遺伝の法則をたしかめる…………………………………………… 112 
いのち…………………………………………………………………… 87 
いのち輝く灯…………………………………………………………… 72 
いのちに寄り添う……………………………………………14, 45, 113
いのちのあさがお…………………………………………………… 133 
命はひとつ！…………………………………………………………… 24 
命を奪う熱中症………………………………………………………… 48 
命を守れますか？……………………………………………… 34, 103
imagination　想う つながる 一歩ふみだす …………………………6 
いま、部落を語る若者たち…………………………………………… 13 
いまを生きる女性たち………………………………………… 50, 129 
いろいろな土地のくらしシリーズ…………………………………… 78 
いわたくんちのおばあちゃん……………………………… 50, 60, 88 
飲酒運転　悲劇の連環…………………………………………… 23, 58 
飲酒運転 許されない犯罪 …………………………………………… 26 
インターネットと個人情報…………………………………… 35, 123 
インターネットと人権………………………………………………… 13 
インナーチャイルド…………………………………………………… 71 

【う】
ウエルカム！………………………………………………………… 2, 53 
受けよう、活かそう！ ストレスチェック ………………………… 59 
うさぎと亀の交通安全………………………………………… 21, 101 
失われたいのちへ誓う……………………………………………… 114 
うしろのせきのオチアイくん………………………………………… 69 
奪われた命……………………………………………………………… 26 
奪われた夢……………………………………………………………… 25 
生まれ来る子へ……………………………………………………………9 
海のコウモリ…………………………………………………………… 72 
海を取り返す……………………………………………… 52, 113, 129 
瓜っこ姫とアマンジャク……………………………………………… 63 
運転免許返上！………………………………………………………… 27 

【え】
永遠の記憶………………………………………………………… 86, 99 

（みんなの情報モラルⅢ）ＳＮＳに潜むリスク ………………… 120 
Eternal Return いのちを継ぐもの ………………………………… 70 
江戸時代に学ぶ３Ｒ……………………………………… 51, 121, 130 
江戸時代の身分制度と差別された人々……………………16, 80, 109 
江戸幕府と町人の文化………………………………………………… 78 
えびす舞に思いをのせて……………………………………………… 17 
えみ子と森のチビおばけ……………………………………………… 64 
エレニの帰郷…………………………………………………………… 70 
ＡＮＧＥＬ……………………………………………………………… 71 

【お】
狼森とざる森、ぬすと森……………………………………………… 63 
王の墓・埋もれた都市……………………………………………… 108 
大岡越前のお年寄りの交通安全……………………………………… 28 
大地震発生！ 命と事業を守れ ……………………………………… 31 
大地震発生！【改訂版】 ……………………………………………… 31 
オーストラリア大陸………………………………………………… 107 
オーストラリアの小学生と家庭生活………………………… 79, 104 
おかあさんの木…………………………………………………… 50, 64 
お母さんの仕事………………………………………………………… 87 
お母さんのせいきゅう書……………………………………………… 87 
お菓子の工場を見てみよう…………………………………………… 77 
お母ん、ぼく泣かへんで…………………………………………… 133 

おじいさんの笑顔……………………………………………………… 87 
おじいちゃんのトマト………………………………………………… 72 
おじいちゃんはボクのヒーロー……………………………………… 65 
おじゃる丸　ちっちゃいものの大きなちから……………………… 89 
オズの魔法使いの交通安全の旅……………………………… 21, 101 
おたすけ組めざし隊の交通安全……………………………… 21, 101 
お月様とうさぎ………………………………………………………… 65 

（女性の人権シリーズ）夫の虐待を許さない！ …………………… 13 
お年寄りとの交流……………………………………………… 99, 104 
大人の自転車交通安全………………………………………………… 18 
オトナのための自転車教室…………………………………………… 19 
おはよう！ ゴミありませんか？ ……………………… 86, 100, 104 
おはようの一言で……………………………………………………… 87 
思いこみに気づく………………………………………………… 14, 91 
思わぬ火もと…………………………………………………………… 32 
親子で一緒に　防災計画　防災訓練………………………… 34, 103 
母娘で問うた部落差別………………………………………………… 17 
親や先生が知らない！
　子供防犯スクール　連れ去り・誘拐編…………………… 38, 124 
親や先生が知らない！
　子供防犯スクール　ネット・ＳＮＳトラブル編…… 35, 123, 131 
織りと染め…………………………………………………………… 107 
おれたち、ともだち！ シリーズ ……………………………… 66, 90 
終わりなき悔恨…………………………………………………… 23, 58 

【か】
かあちゃん…………………………………………………………… 133 
介護福祉士の仕事　全７巻…………………………………………… 46 
買い物からはじめよう 環境とのかかわり …………… 51, 121, 130 
輝く子どもたち　全２巻…………………………………………… 132 
革命のロシア………………………………………………………… 108 
かげろうお銀のお年寄りの交通安全………………………………… 28 
火災から命を守る８つのポイント…………………………………… 31 
火災から人を守る 町を守る ………………………………………… 74 
火災！ 逃げ遅れを防げ！ …………………………………………… 32 
火山の形とマグマの性質…………………………………………… 112 
ガス会社の仕事を見てみよう………………………………………… 76 
風の匂い……………………………………………………………… 8, 44 
風の又三郎…………………………………………………………… 134 

「買ってきて！」は詐欺です …………………………… 36, 119, 123 
かっぱのすりばち………………………………………………… 61, 88 
家庭生活と環境シリーズ………………………………… 51, 121, 130 
家庭の中の３Ｒ…………………………………………… 51, 121, 130 
壁のないまち…………………………………………………………… 10 
神様がくれたクリスマスツリー……………………………………… 65 
からすのパンやさん／どろぼうがっこう…………………………… 69 
カラフル……………………………………………………………………8 
火力発電所を見てみよう……………………………………………… 76 
皮革（かわ）から見える部落問題…………………………………… 17 
考えながら感じながら………………………………………………… 96 

（もったいないばあさんと）考えよう 世界のこと ………… 52, 104 
考えよう！ 私の性 みんなの性 …………………………………… 116 
環境を守ることの大切さ……………………………………………… 78 
感せんしょうが流行るのはなぜ？……………………………… 48, 92 
乾燥した地域に住む人々のくらし　マリ………………………… 106 
かんのリサイクルを見てみよう……………………………………… 76 
がんばってます！ 自主防災 ………………………………………… 31 
がんばり過ぎない がんばらない 介護のすすめ …………………… 46 

さ
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【き】
きいちゃん………………………………………………62, 88, 94, 114 
企業に求められる人権意識とは？………………………………… 5, 55 
危険から身を守ろう！ 大きな地震が起きたとき ………………… 98 
危険から身を守ろう！ 近所にある危ない場所 …………………… 98 
危険から身を守ろう！ パソコンやスマホを使うとき ……… 91, 98 
危険！ 自動車運転中のスマホ ……………………………………… 24 
危険な心が事故を呼ぶ………………………………………………… 23 
危険な場所から逃げろ！……………………………………………… 98 
危険な目に あわないぞ！ ナナミパパの青空防犯教室 ……… 38, 98 
危険な目にあわないために………………………………… 35, 91, 97 
技術・家庭 Ｄ 情報に関する技術　全６巻 ……………………… 120 
技術・家庭 家庭分野　全５巻 …………………………………… 120 
気象災害から命を守る………………………………………………… 29 
きずだらけのりんご…………………………………………………… 61 
傷つけられる思春期…………………………………………………… 42 
季節と生きもの………………………………………………………… 85 
季節と生き物シリーズ………………………………………………… 83 
季節のうつり変わりと生き物たちのようす………………………… 84 
義足がくれたもの………………………………………… 86, 100, 104 
貴族と国風文化……………………………………………………… 107 
貴族のくらし…………………………………………………………… 79 
北前船と江戸時代の交通…………………………………………… 107 
気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ……………………… 2, 53 
吉四六どん………………………………………………………… 64, 94 
キッパリことわる　たばこに “ ＮＯ ” ………………………… 39, 93
キッパリことわる　薬物乱用に “ ＮＯ ” ……………………… 39, 93
きまりを守って協力しあう……………………………………… 66, 90 
虐待防止シリーズ……………………………………………………… 43 
キャベツをつくる農家の人びと……………………………………… 76 
教育先進国リポート オランダ 入門編 …………………………… 132 
教員のための保護者対応力向上シリーズ　全６巻……………… 132 
教員のためのメンタルヘルス　全３巻…………………………… 131 
きょうしつはおばけがいっぱい／ぼくはゆうしゃだぞ…………… 69 
教師のための 不登校Ｑ＆Ａ ……………………………………… 131 
今日も熱中症ゼロへ！……………………………………………… 115 
漁港のやくわりを見てみよう………………………………………… 76 
切り裂かれた未来……………………………………………………… 23 
金色の足あと…………………………………………………………… 63 
金色のクジラ…………………………………………………………… 63 
銀色のシャープペンシル…………………………………………… 114 
緊急レポート！ ドラッグの罠 ………………………… 39, 115, 124 
近代医学の基礎を築いた人々………………………………16, 80, 109 
金太郎　心のちからもち……………………………………………… 62 

【く】
クイズ！ 危険をさがせ　自転車に乗るとき ……………… 19, 102 
クイズ！ 危険をさがせ　道路を歩くとき ………………… 19, 102 
空気がなくなる日……………………………………………………… 89 
草花のそだち方とからだのつくり…………………………………… 85 
くすりの正しい使い方シリーズ……………………………………… 49 
くすりをのむときのやくそく…………………………………… 49, 93 
くちづけ………………………………………………………………… 70 
国のなりたち…………………………………………………………… 78 
熊本地震から学ぶ　こんな対策があなたを救う…………………… 29
くもの糸………………………………………………………………… 89 
くもりのち晴れ………………………………………………………… 72 
暮らしに身近なサイバー犯罪………………………………… 36, 123 
くらしの工夫が地球を守る……………………………… 51, 121, 130 
クラスメイト…………………………………………………………… 87 
グラッときたら！……………………………………………… 30, 132 

鞍馬天狗のお年寄りの交通安全……………………………………… 28 
暗やみは危険がいっぱい……………………………………………… 21 
クリームパン………………………………………………………………9 
グリーンヴァレー物語シリーズ……………………………………… 67 
車いすの人に出会ったら………………………………… 45, 126, 129 

【け】
警察の仕事を見てみよう……………………………………………… 75 
芸能と差別……………………………………………………………… 17 
ケーシー高峰の交通事故を防ぐ　高齢者のための処方箋………… 27 
ケース・スタディ 中学生の自転車事故 …………………… 19, 127 
ケータイトラブル……………………………………………………… 36 
ケータイ・パソコン その使い方で大丈夫？ ………… 36, 119, 123 

（みんなの情報モラルⅡ）ゲーム機、スマホ安全教室 …………… 97 
げきたい！ インフルエンザ …………………………………… 48, 92 
下水処理場を見てみよう……………………………………………… 75 
結核ってなに？………………………………………………………… 48 
結婚差別 400 事例 …………………………………………………… 17 
決定版！ 高校入試面接攻略ＤＶＤ　全３巻 …………………… 128 
源吉じいさんと子ぎつね……………………………………………… 62 
元気な職場をつくるメンタルヘルス４　全２巻…………………… 59 
元気な職場をつくるメンタルヘルス５　全２巻…………………… 59 
元気な職場をつくるメンタルヘルス６　全２巻…………………… 59 
元気な職場をつくるメンタルヘルス７　全２巻…………………… 59 
けんこうなくらしを守るために……………………………………… 78 
虔十公園林……………………………………………………………… 64 
検証・急増する高齢者の熱中症……………………………………… 32 
検証　巨大地震………………………………………………………… 30 
原子力発電所を見てみよう…………………………………………… 76 
健診結果の見方、活かし方　全４巻…………………………… 48, 59 
現代社会と人権シリーズ……………………………………………… 13 
現代的なリズムのダンスの教え方…………………………… 117, 131 
ケンタとニャンタのクルマ大好き！………………………………… 21 

【こ】
高原の人々のくらし…………………………………………………… 78 
高校入試面接対策シリーズ　全３巻……………………………… 128 
公正採用選考のこころ………………………………………………… 57 
公正な採用選考をめざして…………………………………………… 57 
校長先生が泳いだ……………………………………………………… 63 
校長先生のエンカウンター………………………………………… 131 
交通事故の悲劇は続く………………………………………………… 25 
交通事故は防げる！…………………………………………………… 22 
交通事故を科学せよ！………………………………………………… 26 
高等学校体育ダンス　全２巻……………………………………… 117 
合理的配慮の実践法…………………………………………… 15, 131 
高齢者いきいき安全運転……………………………………………… 27 
高齢者虐待………………………………………………………… 43, 47 

（ケーシー高峰の交通事故を防ぐ）高齢者のための処方箋 ……… 27 
（林家木久扇・木久蔵の ダマされちゃいや～ん！）
　高齢者を狙う詐欺・悪質商法…………………………… 37, 40, 47 
高齢ドライバーのための双方向型教育（コーチング） …………… 28 
聲の形…………………………………………………………8, 113, 126 
声を聞かせて…………………………………………………………… 11 
コーチングによる高齢者講習………………………………………… 28 
コール＆レスポンス………………………………………………… 2, 53 
こぎつねコンとこだぬきポン………………………………………… 64 
国際理解シリーズ……………………………………………… 79, 104 
ここから歩き始める………………………………………………………8 
こころが大切 安全運転 ……………………………………………… 26 
心と身体の発達………………………………………………… 41, 120 

さ
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こころに咲く花………………………………………………………… 10 
心のおくりもの………………………………………………………… 87 
心のケアと人権　家庭編……………………………………………… 13 
心のケアと人権　職場編………………………………………… 13, 54 
こころの交響楽………………………………………………………… 12 
心の窓を拓いて………………………………………………………… 17 
こころの病と向きあう………………………………………………… 13 
ココロ屋……………………………………………………… 11, 60, 88 
こころを育てる映像教材集　全３巻…………………… 86, 100, 104 
52 歳の立場宣言 ……………………………………………………… 17 
個人情報のトラブル…………………………………………… 36, 123 
秋桜の咲く日………………………………………………………………9 
子育てに希望を！……………………………………………………… 42 
ことばの暴力…………………………………………………………… 86 
子ども連れ去り被害防止……………………………………………… 38 
子どもでもできる応急手当…………………………………………… 32 
子どもの育ち…………………………………………………………… 41 
子どもの非行と親の接し方…………………………………………… 42 

（親や先生が知らない！）
　子供防犯スクール　連れ去り・誘拐編…………………… 38, 124 

（親や先生が知らない！）
　子供防犯スクール　ネット・ＳＮＳトラブル編…… 35, 123, 131 
この子に家庭の幸せを！……………………………………………… 41 
この空の下で…………………………………………………………… 12 
米をつくる農家の人びと……………………………………………… 76 
ごめんね ともだち ……………………………………………… 66, 90 
ごめんね、ミーちゃん…………………………………………… 61, 88 
こん虫のそだち方とからだのつくり………………………………… 85 

（熊本地震から学ぶ）こんな対策があなたを救う ………………… 29 
こんなのできたよ……………………………………………………… 96 

【さ】
災害ケーススタディ…………………………………………… 33, 103 
災害時、ドライバーはどう生き残るか……………………………… 31 
災害時要援護者の支援………………………………………………… 29 

（改訂版）災害事例と安全 10 のポイント ………………………… 58 
災害の備え 適切な行動 ………………………………………… 30, 58 
最後のキス……………………………………………………………… 71 
最期の願い……………………………………………………………… 45 
材料の特徴を調べよう……………………………………………… 118 
サクラサク……………………………………………………………… 70 
さとうきび畑…………………………………………………………… 50 
差別っていったい何やねん…………………………………………… 17 
差別を問うた 20 年／ 29 の証言 …………………………………… 17 
差別を許さない自分づくり…………………………………………… 17 
寒い地域に住む人々のくらし　イヌイット……………………… 106 
更池の語り部・吉田小百合…………………………………………… 17 
サル太郎　ヘルメットはかぶってね………………………… 21, 101 
サンゴレンジャー……………………………………………………… 70 
算数　すきになれるかな…………………………………………… 132 
サンタが家にやってきた……………………………………………… 56 
サンタさんは大いそがし……………………………………………… 62 
三太郎とかぐや姫の交通安全………………………………… 20, 100 
山地に住む人々のくらし　エクアドル…………………………… 106 
三びきの子ぶたの交通安全…………………………………… 20, 100 
365 日のシンプルライフ …………………………………………… 70 
三遊亭小遊三の高齢者の交通安全…………………………………… 27 

【し】
ＣＳＲって何ですか？………………………………………………… 57 
死角に潜む危険………………………………………………………… 25 
市議会のようすを見てみよう………………………………………… 77 

「子宮頸ガン」ってなに？ …………………………………………… 48 
資源循環型　環境シリーズ……………………………… 51, 121, 130 
事故映像と実験に学ぶ　安全運転講座……………………………… 22 
事故映像に学ぶ　安全運転講座……………………………………… 22 
仕事作りが私の仕事…………………………………………………… 17 
事故や事件から人を守る 町を守る ………………………………… 74 
事故を起こさないための運転行動…………………………………… 22 
自殺を防ぐ地域力……………………………………………………… 42 
歯周病菌が身体を蝕む………………………………………………… 49 
歯周病菌は赤ちゃんにもうつる……………………………………… 49 
じしんだ !! ミーちゃんのぼうさいくんれん ……………… 34, 103 
地震・津波から生き延びる…………………………………………… 34 
地震と津波を知ろう…………………………………………… 34, 103 
地震や津波で死なないために………………………………………… 30 
持続可能な社会をめざす………………………………… 51, 121, 130 
自他尊重のコミュニケーションと職場の人権１………………… 4, 54 
自他尊重のコミュニケーションと職場の人権２………………… 4, 54 
七五三と子どもたち…………………………………………………… 65 
知っていますか薬物の真実……………………………… 39, 115, 124 
知って防ごう熱中症…………………………………………………… 49 
知ってよかった応急手当……………………………………………… 32 
しっぱい　いっぱい　もいっかい…………………………………… 72 

（ドライブレコーダーは見た！）自転車の交通ルールを覚えよう … 19, 102 
自転車も車両です……………………………………………………… 19 
児童虐待と子どもの人権………………………………………… 13, 43 
自動車工業とわたしたちのくらし…………………………………… 78 
自動車工場を見てみよう……………………………………………… 77 
児童文学ライブラリー　全 16 巻 …………………………………… 95 
自発性と意欲…………………………………………………… 41, 120 
渋染一揆………………………………………………………………… 12 
渋染一揆を闘いぬいた人々…………………………………16, 80, 109 
自分で守る歯と健康…………………………………………………… 92 
じぶんのからだ………………………………………………………… 92 
自分も相手も傷つけないために…………………………… 35, 91, 97 
島の暮れ方の話…………………………………………………… 60, 94 
市役所の仕事を見てみよう…………………………………………… 77 
従業員の交通事故と企業リスク………………………………… 24, 58 
自由民権と国会開設…………………………………………………… 79 
出産・育児への理解がない…………………………………………… 56 
10 ぴきのかえる① …………………………………………………… 68 
10 ぴきのかえる② …………………………………………………… 68 
純がくれた命…………………………………………………………… 72 

「障害者」それぞれの暮らし それぞれの自立 ………………… 13, 44 
障害者の心………………………………………………… 44, 126, 129 
障害者は困っています！ 合理的配慮へのポイント① …………… 44 
障害者は困っています！ 合理的配慮へのポイント② …………… 44 
障害のある子 障害のない子 …………………………………… 15, 99 
障害のある人との交流………………………………………… 99, 104 
障害のある人とのふれあいと人権……………………………… 15, 44 
障がいを越えて………………………………………………14, 44, 113 
小学社会科ビデオシリーズ…………………………………………… 78 
小学生の安全教育シリーズ　全３巻………………………………… 98 
小学生の自転車の安全な乗り方……………………………… 19, 102 
小学生の人権学習シリーズ……………………………………… 14, 91 

（情報モラルを身につけよう！）
　小学生のスマホの安全な使い方教室　全２巻………… 35, 91, 97 
小学生の体験学習シリーズ…………………………………… 99, 104 
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小学生のためのケータイ・ネット教室…………………… 36, 91, 97 
小学生のための自転車安全教室……………………………… 19, 102 
小学生のための人権シリーズ…………………………………… 14, 91 
小学生の未来学習シリーズ　全３巻………………………………… 99 
小学理科ビデオシリーズ　全 14 巻 ………………………………… 85 
小学校生活科ＤＶＤ　全６巻………………………………………… 96 
小学校体育ＤＶＤ　全３巻…………………………………………… 92 
小学校理科ＤＶＤ　全 40 巻 ………………………………………… 84 
浄水場を見てみよう…………………………………………………… 75 
少年犯罪　君ならどうする…………………………………… 39, 124 
少年むくはとじゅう物語……………………………………………… 63 
消防署の仕事を見てみよう…………………………………………… 75 
情報モラルを身につけよう！
　小学生のスマホの安全な使い方教室　全２巻………… 35, 91, 97 
条約改正　日清 ・ 日露戦争 ………………………………………… 79 
昭和 30 年代 日本の祭り …………………………………………… 72 
昭和 30 年代の生活と文化　全 10 巻 …………………………… 110 

（女性の人権シリーズ）職場いじめは許さない！ ………………… 13 
職場に潜む火災…………………………………………………… 31, 58 
職場の人権…………………………………………………………… 5, 55 
職場の日常から考えるパワーハラスメント……………………… 4, 54 
食品のかしこい選び方………………………………………… 40, 119 
食品の表示と安全を学ぼう！………………………………… 40, 119 
植物の体のつくりとはたらき……………………………………… 111 
植物の成長……………………………………………………………… 85 
食料生産とわたしたちのくらし……………………………………… 78 
女性の人権シリーズ　全３巻………………………………………… 13 
女性の人権シリーズ　夫の虐待を許さない！……………………… 13 
女性の人権シリーズ　職場いじめは許さない！…………………… 13 
女性の人権シリーズ　暴力は愛じゃない！………………………… 13 
女性の人権を考える…………………………………………………… 13 
女性の力を防災の力へ………………………………………………… 30 
女性を守る防犯マニュアル…………………………………………… 37 
調べてみよう！ 薬の正しい使い方 ………………………… 49, 115 
しらべてみよう　放射線…………………………………………… 104 
調べよう愛知県……………………………………………………… 106 
調べよう愛媛県……………………………………………………… 106 
調べよう大阪府……………………………………………………… 106 
調べよう沖縄県……………………………………………………… 106 
調べよう東京都……………………………………………………… 106 
調べよう広島県……………………………………………………… 106 
調べよう福岡県……………………………………………………… 106 
調べよう北海道……………………………………………………… 106 
調べよう山形県……………………………………………………… 106 
しらんぷり………………………………………………………… 63, 89 
シリーズ映像でみる人権の歴史……………………………16, 80, 109 
知りたい！ 火力発電所 ……………………………………………… 74 
知りたい！ 下水処理場 ……………………………………………… 74 
知りたい！ 資源のリサイクル ……………………………………… 74 
知りたい！ 自然エネルギーを使った発電 ………………………… 74 
知りたい！ 浄水場 …………………………………………………… 74 
知りたい！ 清掃工場 ………………………………………………… 74 
自立した消費者になろう！…………………………………… 40, 119 
シルバー世代のみなさん！ 正しい道路の横断、してますか？ … 27
親愛なる、あなたへ…………………………………………………… 10 
人権感覚を磨きませんか……………………………………………… 17 
人権啓発は企業にどんな力をもたらすのか……………………… 2, 53 

「人権」ってなんだろう ………………………………………… 14, 91 
人権と向きあう……………………………………………………… 7, 55 
人権に向き合うための６つの素材………………………………………7 
人権入門……………………………………………………………… 7, 55 

人権の扉をひらく…………………………………………………… 7, 55 
人権のヒント　職場編……………………………………………… 5, 54 
人権のヒント　地域編……………………………………………………5 
人権を行動する……………………………………………………… 7, 55 
新・高校入試 面接の受け方 ……………………………………… 128 
震災の教訓を活かせ…………………………………………………… 30 
身障犬ギブのおくりもの…………………………………………… 133 
新・人権入門………………………………………………………… 3, 54 
身体障害者　社会に向けて自分を発信する…………………… 15, 45 
新ちゃんがないた！…………………………………………………… 72 
新田開発と農業技術………………………………………………… 107 
人物 日本の歴史 ＤＶＤ　全 10 巻 ………………………………… 80 
新聞社の仕事を見てみよう…………………………………………… 77 

【す】
水害発生　その時 !! …………………………………………………… 31 
水質汚染………………………………………………………………… 79 
水生昆虫の世界……………………………………………………… 112 
スーパーバトル！ 世界のクワガタ・カブトムシ ………………… 72 
スーパーマーケットを見てみよう…………………………………… 75 
スクール・コンプライアンス……………………………………… 132 
ズッコケ三人組の自転車教室………………………………… 20, 101 
ズッコケ三人組のぼうさい教室……………………………… 33, 102 
素敵だね 禁煙社会 ………………………………………………… 115 
ステップ！……………………………………………………………… 72 
ストップ！ 自転車の危険運転 ……………………………… 19, 127 
すばらしい松おじさん……………………………………………… 134 
すばらしい私のおじいちゃん……………………………………… 133 
スマホ依存……………………………………………………… 36, 123 
スマホ・ケータイしながら大丈夫？………………………… 18, 102 
スマホの安全な使い方教室……………………… 35, 113, 119, 123 

【せ】
生活習慣としつけ……………………………………………… 41, 120 
性感染症から身を守る……………………………………………… 116 
星座のかんさつ………………………………………………………… 85 
政治のはたらき………………………………………………………… 78 
政治のはたらきと私たちのくらし　全３巻……………………… 109 
青春のヒューマン・ステージ………………………………………… 10 
精神障害者　歪んだイメージを問い直す……………………… 15, 45 
清掃工場を見てみよう………………………………………………… 75 
製鉄所を見てみよう…………………………………………………… 77 
生物とかんきょう……………………………………………………… 85 
生物のつながりと食物連鎖………………………………………… 112 
生物の殖え方………………………………………………………… 111 
生物を育てる技術…………………………………………………… 118 
せかいいち　うつくしい　ぼくの村……………………… 50, 62, 94 
世界のクワガタ・カブトムシ 大集合！ …………………………… 72 
世界の中の日本………………………………………………………… 78 
世界名作アニメーション　全 25 巻 ………………………………… 69 
セクシュアル・ハラスメント……………………………………… 5, 55 
セクハラ・パワハラ処方箋 最新４プログラム　全４巻 ………… 56 
セクハラを生まない職場コミュニケーション対策　全２巻……… 56 
絶対にダメ！ 飲酒運転 ……………………………………………… 24 
ぜったい、ゆうかいされないぞ！……………………………… 38, 98 
セッちゃん………………………………………… 42, 114, 125, 133 
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みんなの力で…………………………………………………………… 56 

【む】
（改訂版）無関心ではいけない！ 障害者の人権 ………………………6 
むくはとじゅうの 名犬物語 ………………………………………… 63 
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盲導犬クイールの一生………………………………………………… 62 
もうひとつの世界……………………………………………………… 71 
木材を使って製作しよう…………………………………………… 118 
木龍うるし………………………………………………………… 64, 94 
もし今、地震が起きたら……………………………………………… 29 
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もしやり直せるなら…………………………………………………… 23 
ＭＯＴＴＡＩＮＡＩで地球を守ろうシリーズ………… 51, 121, 130 
ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ もったいない ………………………………… 61 
もったいないばあさんと 考えよう 世界のこと …………… 52, 104 
もっと深めよう　医薬品のこと……………………………… 49, 115 
もっと減らせる！ 交通事故 ………………………………………… 26 
モップと箒（ほうき） ………………………………………………… 14 
ものづくり中学技術ＤＶＤシリーズ　全５巻…………………… 118 
桃香の自由帳………………………………………………………………9 
モンゴルの草原と人々のくらし…………………………………… 107 

【や】
夜間・雨天時に潜む危険……………………………………………… 26 
やくそく………………………………………………………………… 87 
薬物乱用・親として…………………………………………………… 42 

（キッパリことわる）薬物乱用に “ ＮＯ ” …………………… 39, 93 
やさしいオオカミ……………………………………………………… 62 
弥次・喜多のお年寄りの交通安全…………………………………… 28 

【ゆ】
ゆうかい・いたずらされないために……………………… 38, 61, 98 
ゆうかんな十人のきょうだい………………………………………… 63 
勇気を出して乳がん検診……………………………………………… 49 
夕映えのみち…………………………………………………………… 10 
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夢のつづき……………………………………………………………… 11 
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四日市ゼンソク………………………………………………… 52, 109 
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2017年 教育映像祭 受賞作品

2018年発売予定！　新作 LINE-UP

最優秀作品賞【文部科学大臣賞】

優秀作品賞

小学校（幼稚園含）部門

こころを育てる映像教材集 第３巻
義足がくれたもの

足を失ったことで、一度は
生きる自信を失った方々
が、義肢装具士・臼井さ
んの作った義足によって
「生きる喜び」を取り戻し
ていった姿を通して、人間
の強さや気高さを伝えるド
キュメンタリー教材です。

社会教育部門【家庭生活向】

認知症と向き合う
認知症の人もその周囲の
人も、よりよく生きていけ
るように。認知症につい
て正しい知識を持ち、認
知症の人の視点に立って
認知症への理解を深める
ことを目的として制作した
ドラマ教材です。

社会教育部門【市民生活向】

いのちに寄り添う
〜ターミナルケアと人権〜

社会教育部門【家庭生活向】
親や先生が知らない！

子供防犯スクール
ネット・ＳＮＳトラブル編

小学校（幼稚園含）部門

社会教育部門【市民生活向】

風 の 匂 い

小学校（幼稚園含）部門
こころを育てる映像教材集 第１巻

おはよう！ ゴミありませんか？

気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ⑤ ー障害者ー 

いじめをしない、させない、許さない　小学校編
気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ⑥ ーコミュニケーションー 

いじめをしない、させない、許さない　中学校編
見直そう！ 運転のキホン ※タイトルはいずれも仮題です

人権啓発

学校教材

交通安全

人権啓発・福祉・介護・高齢者

生徒指導・特別活動・道徳

道徳・特別活動

道徳・特別活動 道徳・特別活動

人権啓発 人権啓発

中学校部門

自立した消費者になろう！
「契約」を学び「権利」と「責任」を自覚する

こころを育てる映像教材集 第２巻

同級生は外国人

中学校 技術・家庭科

（15分）

（35分）

（19分） （14分） （12分）

（25分）（34分）

（30分）

　※ 本カタログの掲載情報は諸事情により変更になる場合が
　　ございますので、ご了承ください。

■本カタログ掲載の価格について
●�本カタログに掲載されている価格は、全て消費税抜き
の価格です。

●�カタログ中、㊫で表示された金額は、学校でご購入い
ただく場合に適用される「学校特別価格」です。学校
特別価格でご購入された場合、商品のご使用はご購入
いただいた学校内に限定されます。複数の学校でご使
用される場合は、学校特別価格は適用されません。
※�この場合の学校とは、学校教育法第１条に示され
た学校の範囲【幼稚園・小学校・中学校・高等学
校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専
門学校】のほか、保育園・専修学校を含みます。

■本カタログ掲載商品の使用範囲について
●�本カタログに掲載されたＤＶＤソフトは、ご購入いただ
いた団体（視聴覚ライブラリー・教育委員会・都道府県
市区町村・事業所等）内での貸出し、非営利上映を行
うことを前提とした商品です。著作権補償金を含んだ価
格設定となっていますので、著作権処理を行うことなく、
上映会や研修会等でご使用になれます。
※有料での上映・貸出しは認められません。
※�学校特別価格でご購入いただいた場合には、団体
貸出しは認められません（次項の「学校特別価格」
についての説明をご参照下さい）。

●�本カタログの掲載商品について、以下の事項に該当する
場合は、必ず当社までご相談ください。
⃝テレビでの放映
⃝インターネット等ネットワーク上での配信
⃝ビデオ・オン・デマンド等による配信

●�本カタログの掲載商品について、当社に無断で下記の
行為を行った場合は、著作権法違反となり処罰の対象
になる場合があります。
⃝ＤＶＤ・ビデオテープ等への複製（リッピングに
　あたる行為も含む）
⃝興行及び営利を目的とした行為

教育映像カタログ
2018　2019

人権啓発‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
交通安全‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
防災・消防・救急‥‥‥‥ 29
防犯・薬物‥‥‥‥‥‥‥ 35
消費者教育‥‥‥‥‥‥‥ 40
家庭と地域・虐待防止‥‥ 41
福祉・介護・高齢者‥‥‥ 44
健康管理‥‥‥‥‥‥‥‥ 48
平和教育‥‥‥‥‥‥‥‥ 50
環境教育‥‥‥‥‥‥‥‥ 51
企業内研修‥‥‥‥‥‥‥ 53
アニメーション‥‥‥‥‥ 60
一般教養‥‥‥‥‥‥‥‥ 70
人権啓発作品目録‥‥‥‥ 72

社会教育

社会‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74
理科‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 81
道徳‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 86
体育（保健） ‥‥‥‥‥‥ 92
国語‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 94
生活／音楽／図画工作‥‥ 96
特別活動‥‥‥‥‥‥‥‥ 97
総合的な学習の時間‥‥‥ 104

小学校教材

社会‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 106
理科‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 111
道徳‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 113
保健体育‥‥‥‥‥‥‥‥ 115
技術・家庭‥‥‥‥‥‥‥ 118
国語‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 122
特別活動‥‥‥‥‥‥‥‥ 123
総合的な学習の時間‥‥‥ 129

中学・高校教材

教員向け映像教材 ‥‥‥ 131

児童劇 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 133

さくいん ‥‥‥‥‥‥‥ 135
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■東映ビデオ株式会社
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 Tel:011-221-3866 Fax:011-241-6487
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 Tel:06-6345-9026 Fax:06-6345-6756
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